
数字

１がたとうにょうびょう 1型糖尿病 type 1 diabetes mellitus

２がたとうにょうびょう 2型糖尿病 type 2 diabetes mellitus

３ピーこんとろーる 3Pコントロール 3P control

４ピーまいなすしょうこうぐん 4p-症候群 4p- syndrome

５ピーまいなすしょうこうぐん 5p-症候群（ネコなき症候群） 5p- syndrome

10ピーまいなすしょうこうぐん 10p-症候群 10p- syndrome

13とりそみー（パトーしょうこうぐん） 13トリソミー（Patau症候群） trisomy 13（Patau syndrome）

18とりそみー（エドワーズしょうこ

うぐん）

18トリソミー（Edwards症候群） trisomy 18（Edwards syndrome）

21とりそみー 21トリソミー（Down症候群） trisomy 21（Down syndrome）

22q11.2けっしつしょうこうぐん 22q11.2欠失症候群 22q11.2 deletion syndrome

あ

あ 唖 dumb／mute

あーちれんぐすでぃすくれぱんしー アーチレングスディスクレパンシー arch length discrepancy

アールブライトしょうこうぐん（アー

ルブライトいでんせいこついえいよ

うしょう）

Albright 症候群(Albright 遺伝性骨異

栄養症）【偽性副甲状腺機能低下症】

Albright syndrome（Albright
 

hereditary osteodystrophy）

【pseudohypoparathyroidism】

アイエーディーエッチ IADH（国際障害者歯科学会） IADH（International Association for
 

Disability and Oral Health）

アイシーアイディーエッチ ICIDH（国際障害分類）【WHO, 1980】 ICIDH（International Classification
 

of Impairments, Disabilities, and
 

Handicaps）

アイジーエーじんしょう IgA腎症 IgA nephropathy

アイシーエフ ICF（国際生活機能分類）【WHO,

2001】

ICF（International Classification of
 

Functioning,Disability and
 

Health)

アイシーユー ICU（集中治療室） intensive care unit

あいじょう 愛情【心理】 love／affection

あいじょうしゃだんしょうこうぐん 愛情遮断症候群 deprivation syndrome

あいじょうはくだつ 愛情剥奪 affectional deprivation

あいすまっさーじ アイスマッサージ ice stimulation（→ thermal
 

stimulation）

アイセルびょう I-cell病（→ムコリピドーシス ） I-cell disease（→mucolipidosis ）

あいちゃく 愛着【心理】 attachment

アイヒナーのぶんるい Eichner アイヒナー の分類 Eichner classification

あき 飽き（→心的飽和）【心理】 psychological satiation

あきゅうせいこうかせいぜんのうえん 亜急性硬化性全脳炎 subacute sclerosing panencephalitis

（SSPE）

あきゅうせいせきずいししんけいにゅ

ーろぱし ち ー

亜急性脊髄視神経ニューロパシ チ ー

（スモン）

subacute myelo-optico-neuropathy

（SMON）

あくしゅうへき 悪習癖（不良習癖） pernicious bad habit

あくせいかんせつりうまち 悪性関節リウマチ malignant rheumatoid arthritis

(MRA）

あくせいこうねつ〔しょう〕 悪性高熱〔症〕 malignant hyperthermia

あくせいそしききゅうしょう 悪性組織球症 malignant histiocytosis

あくせいりんぱしゅ 悪性リンパ腫 malignant lymphoma
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あくせす アクセス access

あくせすけん アクセス権 right to accessibility

あくちばとーる アクチバトール activator

あくてぃぶぷれーと アクティブプレート active plate

あくへき 悪癖（→悪習癖） bad habit

あくむ 悪夢 nightmare

あごにすと アゴニスト agonist

あごひきえんげ あご引き嚥下（うなずき嚥下） swallowing with chin down

あさんかちっそ 亜酸化窒素（笑気） nitrous oxide（N O）

あじそんびょう アジソン病（副腎皮質機能低下 不

全 症）

Addison disease（hypocorticoidism／

adrenocortical insufficiency）

あしどーしす アシドーシス acidosis

あすぴりん アスピリン aspirin

あすぴりんぜんそく アスピリン喘息 aspirin-induced asthma

アスペルガーしょうこうぐん Asperger アスペルガー 症候群 Asperger syndrome

あずれん アズレン（アズレンスルホン酸ナトリ

ウム）

azulene（azulene sodium sulfonate）

あせすめんと アセスメント（評価） assessment

あそび 遊び（遊戯） play

あだっきゅう 亜脱臼 subluxation

あたっちめんと アタッチメント attachment

あっぱくしゅうへき 圧迫習癖 pressure habit

あっぱくそく 圧迫側 pressure side

あっぷらいてぃんぐ アップライティング【矯正】 uprighting

あつりょくだんたい 圧力団体 pressure group

あてとーぜ アテトーゼ athetosis

あてとーぜがた アテトーゼ型 athetosic type

あでのいど アデノイド adenoids【通常複数形】

あでのいどがんぼう アデノイド顔貌 adenoid face

あでのいどようがんぼう アデノイド様顔貌 adenoid facial expression

あどぼかしー アドボカシー（擁護） advocacy

あともどり 後戻り relapse

あどれなりん アドレナリン adrenaline

あどれなりんさようせいの アドレナリン作用性の adrenergic

あとろぴん アトロピン atropine

あなふぃらきしーしょっく アナフィラキシーショック anaphylactic shock

あなふぃらきしーようはんのう アナフィラキシー様反応 anaphylactoid reaction

あぱらーと アパラート（保持用装具） brace

あふた アフタ aphtha（pl. aphthae）

あふたーけあ アフターケア aftercare

あふたせいこうないえん アフタ性口内炎 aphthous stomatitis

アペールしょうこうぐん Apert 症候群 Apert syndrome

あぺきしふぃけーしょん アペキシフィケーション apexification

あぺきそげねーしす アペキソゲネーシス apexogenesis

あぽとーしす アポトーシス apoptosis

あまえ 甘え dependence

あみどがたきょくしょますいやく アミド型局所麻酔薬 amide-type local anesthetic

あみのふぃりん アミノフィリン aminophylline

あみろいど アミロイド amyloid

あみろいどーしす アミロイドーシス（アミロイド症） amyloidosis

あめりかますいがっかい アメリカ麻酔学会（ASA） American Society of
 

Anesthesiologists（ASA）
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あめんちあ アメンチア（→精神遅滞／認知症） amentia（→mental retardation／

dementia）

あるかろーしす アルカローシス alkalosis

アルファしゃだんやく α遮断薬 α-blocker

アルファじょうけんづけ α条件づけ α-conditioning

あるぶみん アルブミン albumin

アルポートしょうこうぐん Alport 症候群 Alport syndrome

あるまあたせんげん アルマ・アタ宣言 Alma Ata Declaration

あれるぎー アレルギー allergy

あれるぎーせいしはんびょう（シェラ

インヘノホしはんびょう）

アレルギー性紫斑病（Schonlein-

Henoch紫斑病）

allergic purpura（Schonlein-Henoch
 

purpura）

あれるぎーせいにくげしゅせいけっか

んえん

アレルギー性肉芽腫性血管炎 allergic granulomatous angiitis

(AGA）

あれるぎーはんのう アレルギー反応 allergic reaction

アングルのぶんるい Angle アングル の分類 Angle classification

あんけーと アンケート questionnaire survey

あんけーとようし アンケート用紙 questionnaire

アンジェルマンしょうこうぐん Angelman症候群 Angelman syndrome

あんじょう〔がた〕しれつきゅう 鞍状〔型〕歯列弓 saddle shaped dental arch

あんせいい 安静位 rest position

あんせいいくうげき 安静位空隙 free way space

あんせい〔じ〕だえき 安静〔時〕唾液 resting saliva

あんていこうごう 安定咬合 resting bite

あんてりおーるれしお アンテリオールレシオ anterior ratio

アントレービクスラーしょうこうぐん Antley-Bixler症候群 Antley-Bixler syndrome

い

イーがたかんえん E型肝炎 hepatitis E

イーディー50 ED50（半数有効量） 50%《median》effective dose

イービーエム EBM（根拠に基づいた医療） EBM（evidence-based medicine）

いえき 胃液 gastric juices

いおんどうにゅうほう イオン導入法 iontophoresis

いがくてきかんり 医学的管理 medical management

いがくてききけんど（りすく） 医学的危険度（リスク） medical risk

いがくてきりはびりてーしょん 医学的リハビリテーション medical rehabilitation

いがくもでる 医学モデル【ICF】 medical model

いかんせんせい 易感染性 high infectivity

いき 遺棄 desertion

いきこ ご らえ 息こ ご らえ breath-holding

いきごらええんげ 息ごらえ嚥下 supraglottic swallow／

supersupraglottic swallow

いくじ 育児 child rearing

いくじたいど 育児態度 child rearing attitude

いくせいいりょう 育成医療 medical care for physically disabled
 

children

いけいせい 異形成 dysplasia

いげんせいしっかん╱いげんびょう 医原性疾患╱医原病 iatrogenic disease

いこうしょく 移行食 cross diet meal

いし 意志 will

いし 意思 animus

いしき 意識 consciousness
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いしきか〔きかん〕そうかん 意識下〔気管〕挿管 awake intubation

いしきかくせい〔きのう〕しょうがい 意識・覚醒〔機能〕障害 impairments of consciousness and
 

wakefulness

いしきかちんせいほう 意識下鎮静法 conscious sedation

いしきこんだく 意識混濁 clouding of consciousness

いしきしょうがい 意識障害 disturbance of consciousness

いしきしょうしつ 意識消失 loss of consciousness／

unconsciousness

いしきへんか（いしきへんよう） 意識変化（意識変容） altered states of consciousness

いしけってい 意思決定 decision making

いじせん 維持線 lock wire／anchor wire

いじそうち 維持装置 locking device

いしつきょうか 異質強化 heterogenous reinforcement

いじめ いじめ bullying

いしゅっけつせいしにくえん 易出血性歯肉炎 hemorrhagic gingivitis

いじょう 異常 abnormality

いじょう 移乗 transfer

いじょううんどう 異常運動 abnormal movement

〔いじょう〕えんげへき 〔異常〕嚥下癖 abnormal swallowing habit

いじょうこうどう 異常行動 abnormal behavior

いじょうじ 異常児 abnormal child

いじょうしゅうへき 異常習癖 abnormal habit

いじょうじんかく 異常人格 abnormal personality

いじょうしんりがく 異常心理学 abnormal psychology

〔いじょう〕はんしゃよくせいしせい 〔異常〕反射抑制姿勢 reflex inhibiting posture

いしょく 異食 pica

いしょくどうぎゃくりゅう〔しょう〕 胃食道逆流〔症〕 gastroesophageal reflux〔disease〕

（GER〔D〕）

いしょほうしゅつ 異所萌出 ectopic eruption

いそう 移送 transfer

いそうさーびす 移送サービス transfer service

いそふるらん イソフルラン isoflurane

いぞんせい 依存性【心理】 dependency

いたみ（くつう） 痛み（苦痛） pain

いちごぜつ 苺舌 strawberry tongue／

raspberry tongue

いちごぶん 一語文 one-word sentence

いちじいりょう 一次医療 primary medical care

いちじいりょうきかん 一次医療機関 primary medical care service

いちじきゅうめいしょち 一次救命処置 basic life support

いちじこうがい 一次口蓋 primary palate

いちじ〔せい／てき〕きょうか 一次〔性／的〕強化 primary reinforcement

いちじ〔せい／てき〕きょうかし 一次〔性／的〕強化子 primary reinforcer

いちじてきしょうがい 一次的障害 primary disturbance

いちじにじこうがいれつ 一次二次口蓋裂 cleft of primary and secondary palate

いちじほご 一時保護 transient〔public〕assistance／

temporary〔protective〕care

いちてきへんか 位置的変化 relocation

いちらんせいそうせいじ 一卵性双生児 monozygotic twins／identical twins

いっかいかんきりょう 一回換気量 tidal volume

いっかいはくしゅつりょう 一回拍出量 stroke volume

いっかせいのうきょけつほっさ 一過性脳虚血発作 transient〔cerebral〕ischemic attack

いっきゅうしょうこうぐん 級症候群 class  syndrome
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いつだつこうどう 逸脱行動 deviant behavior

いっぱんちのう 一般知能 general intelligence

いつわきろくほう 逸話記録法 anecdotal record method／method of
 

anecdotal research

いでぃおさぱん イディオ・サパン idiot-savant

いでん 遺伝 heredity／inheritance

いでんがく 遺伝学 genetics

いでん〔がく〕てきな 遺伝〔学〕的な genetic

いでんけいしつ 遺伝形質 hereditary trait

いでんし 遺伝子 gene

いでんせい 遺伝性 hereditary

いでんせいえなめるしつけいせいふぜ

んしょう

遺伝性エナメル質形成不全症 hereditary amelogenesis imperfecta

いでんせいきゅうじょうせっけっきゅ

うしょう

遺伝性球状赤血球症 hereditary spherocytosis

いでん せんてん せいしょうせきか

っかしょう

遺伝 先天 性掌せき 蹠 角化症 hereditary congenitial

palmoplantar keratosis

いでんせいじんえん 遺伝性腎炎 hereditary nephritis

いでんせいぞうげしつけいせいふぜん

しょう

遺伝性象牙質形成不全症 hereditary dentinogenesis imperfecta

いでんせいひきゅうじょうせっけっき

ゅうせいようけつせいひんけつ

遺伝性非球状赤血球性溶血性貧血 hereditary non-spherocytic hemolytic
 

anemia

いでんてきげんいん 遺伝的原因 hereditary factor

いでんてきそうろうしょう 遺伝的早老症 hereditary progeria

いと 意図 intention

いどう（はんそう╱いそう） 移動（搬送／移送） transfer

いどうさーびす 移動サービス transfer service

いどうしょうがい 移動障害 moving difficulty

いどうどうさ 移動動作 ambulation activities

いどう〔のうりょく〕しょうがい 移動〔能力〕障害 locomotor disability

いどうようりふと 移動用リフト lift／mobile lift

いびき いびき snore

いふくちゃくだつ 衣服着脱 wearing of cloth

いみしょう 異味症 heterogeusia

いめーじ（しんしょう） イメージ（心像） image

いよく 意欲 willingness／motivation／eagerness

いりのいしきせいしんげんごのうりょ

くけんさ

イリノイ式精神言語能力検査 Illinois test of psycholinguistic
 

abilities（ITPA）

いりょうしゃかいじぎょう 医療社会事業（医療ソーシャルワー

ク）

medical social work

いりょうじゅよう 医療需要 medical demand

いりょうそーしゃるわーかー 医療ソーシャルワーカー medical social worker（MSW）

いりょうそーしゃるわーく 医療ソーシャルワーク（医療社会事

業)

medical social work

いりょうとういがいのほけんじぎょう 医療等以外の保健事業【老人保健法】 health care activities excluding
 

medical care

いりょうのひつようせい 医療の必要性 medical need

いりょうひ 医療費 fee〔for treatment〕

いりょうふくし 医療福祉 health and medical social work

いりょうふじょ 医療扶助 medical aid／medical assistance

いりょうほけん〔せいど〕 医療保険〔制度〕 medical insurance〔system〕

いりょうめんせつ 医療面接 medical interview

いろう 胃瘻 gastric fistula
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いんくるーじょん インクルージョン inclusion

いんしょう 印象 impression

いんしょうさいとく 印象採得 impression taking

いんすいりょう 飲水量 water-drinking volume

いんすてぃちゅーしょなりずむ インスティチューショナリズム（施設

病／ホスピタリズム）

institutionalism

いんすりん インスリン insulin

いんすりんいぞんせいとうにょうびょう インスリン依存性糖尿病（IDDM)

（→１型糖尿病）

insulin dependent diabetes mellitus

（IDDM）（→ type 1 diabetes
 

mellitus）

いんすりんひいぞんせいとうにょうび

ょう

インスリン非依存性糖尿病（→２型糖

尿病）

non-insulin dependent diabetes
 

mellitus（NIDDM）

(→ type 2 diabetes mellitus）

いんたーべんしょん インターベンション（介入） intervention

いんてーく インテーク（受付／受理） intake

いんてーくかんふぁれんす インテーク・カンファレンス intake conference

いんてーくめんせつ インテーク面接（受理面接） intake interview

いんてぐれーしょん インテグレーション（統合） integration

いんとう 咽頭 pharynx

いんとうえん 咽頭炎 pharyngitis

いんとうき 咽頭期 pharyngeal stage

いんとうきょうさく〔しょう〕 咽頭狭窄〔症〕 pharyngostenosis

いんとうつう 咽頭痛 pharyngeal pain／sore throat

いんとうはんしゃ 咽頭反射 pharyngeal reflex

いんとうへんとうひだい 咽頭 桃肥大 adenoids

いんないかんせん 院内感染 hospital infection

いんふぉーまるけあ インフォーマル・ケア informal care

いんふぉーむどこんせんと インフォームド・コンセント（説明と

同意）

informed consent

いんぺい 隠蔽 camouflaging

う

ウィスクさーど WISC- （ウェクスラー児童知能検査

第３版）

Wechsler Intelligence Scale for
 

Children-Third Edition

ウィプシ WPPSI（ウェクスラー幼児知能検査） Wechsler Preschool and Primary
 

Scale of Intelligence

ウィリアムスしょうこうぐん Williams症候群 Williams syndrome

ウイリスどうみゃくりんへいそくしょ

う（もやもやびょう）

Willis ウィリス 動脈輪閉塞症（も

やもや病）

occlusive disease in circle of Willis

（moya moya disease）

ういるすせいかんえん ウイルス性肝炎 viral hepatitis

ウィルソンびょう Wilson病 Wilson disease

ウィルムスしゅよう Wilms腫瘍 Wilms tumor

ウェイスアール WAIS-R（ウェクスラー成人知能検査

改訂版）

Wechsler Adult Intelligence Scale-

Revised

ヴェーゲナーにくげしゅしょう Wegener肉芽腫症 Wegener granulomatosis

ウェクスラーじどうちのうけんさ Wechsler ウェクスラー 児童知能

検査

Wechsler Adult Intelligence Scale for
 

Children（WISC）

ウェクスラーせいじんちのうけんさ Wechsler ウェクスラー 成人知能

検査

Wechsler Adult Intelligence Scale

（WAIS）

ウェストしょうこうぐん（てんとうて

んかん）

West 症候群（点頭てんかん） West syndrome（infantile spasm）
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ウェルニッケしつご（かんかくせいし

つご）

Wernicke ウェルニッケ 失語（感

覚性失語）

Wernicke aphasia（sensory aphasia）

ウェルニッヒホフマンびょう Werdnig-Hoffmann病 Werdnig-Hoffmann disease

うぉーたーまっと ウォーターマット water mattress

うか 齲窩 carious cavity

うがい（がんそう） うがい（含嗽） gargle

うかしょうどくざい 齲窩消毒剤 disinfectants for carious cavity

うしょく 齲蝕 dental caries

うしょくがく 齲蝕学 cariology

うしょくかつどうせい 齲蝕活動性 caries activity

うしょくかつどうせいしけん 齲蝕活動性試験 caries activity test

うしょくかんじゅせい 齲蝕感受性 caries susceptibility

うしょくかんじゅせいしけん 齲蝕感受性試験 caries susceptibility test

うしょくこうはつぶい 齲蝕好発部位 predilection sites of dental caries

うしょくゆうはつせい 齲蝕誘発性 cariogenicity

うしょくよくせい 齲蝕抑制 dental caries control

うしょくよぼう 齲蝕予防 dental caries prevention

うしょくりかんがた 齲蝕罹患型 caries attack pattern

うしょくりかんりつ╱うしょくはっせ

いりつ

齲蝕罹患率／齲蝕発生率 caries incidence rate

うちだクレペリンせいしんけんさ 内田-Kraepelin クレペリン 精神検

査

Uchida-Kraepelin test

うっけつせいしんふぜん うっ血性心不全 congestive heart failure

うなずきえんげ うなずき嚥下（あご引き嚥下） swallowing with chin down

うんどうがくしゅう 運動学習 motor learning

うんどうきのう 運動機能 motor function

うんどう〔きのう〕しょうがい 運動〔機能〕障害 motor disability

うんどうきのうはったつけんさ 運動機能発達検査 test of motor ability development

うんどうきのうはったつひょうか 運動機能発達評価 assessment of motor ability
 

development

うんどうしっちょう 運動失調 ataxia

うんどうしゅうじゅく 運動習熟 motor skill

うんどうせいしつご 運動性失語（Broca失語） motor aphasia（Broca aphasia）

うんどうたいようのう 運動耐用能 exercise tolerance

うんどうねんれい 運動年齢 motor age

うんどうはったつ 運動発達 development of movements

うんどうりょうほう 運動療法 motorpathy／kinesitherapy

え

えあーぱっど エアーパッド air pad

えあうぇい エアウェイ airway

えあまっと エアマット air mattress／air bed

えいきゅうしこうごう 永久歯咬合 occlusion of permanent tooth

えいきゅうしほうしゅつき 永久歯萌出期 eruption stage of permanent tooth

えいきゅうしれつ 永久歯列 permanent dentition

えいきゅうしれつき 永久歯列期 permanent dentition period

えいきゅうへんけい 永久変形 permanent deformation

えいきゅうほてい 永久保定 permanent retention

えいきょうりょく 影響力【ICF】 impact

えいず（こうてんせいめんえきふぜん

しょうこうぐん）

エイズ（AIDS／後天性免疫不全症候

群）

AIDS（acquired immunodeficiency
 

syndrome）

7う，え



えいずかんれんしょうこうぐん エイズ関連症候群 AIDS related complex

えいよう 栄養 nutrition

えいようあせすめんと 栄養アセスメント dietary assessment／

nutritional assessment

えいようかじょう 栄養過剰 excessive nutrition

えいようし 栄養士 dietitian

えいようしどう 栄養指導 nutrition guidance／nutrition coun-

selling／nutrition education

えいようじょうたい 栄養状態 nutritional status

えいようしょようりょう 栄養所要量 recommended dietary allowance／

nutritional requirement

えいようせっしゅりょう 栄養摂取量 nutritional intake

えいようそ 栄養素 nutrient

えいようそせっしゅ 栄養素摂取 nutrient intake

えいようひつようりょう 栄養必要量 nutritional requirement

えいようふぜん／えいようふりょう 栄養不全／栄養不良 undernutrition／malnutrition

えいようほうほう 栄養方法 way of nutrition

えいようほじょしょくひん 栄養補助食品 nutritional supplementary food

エーイーディー AED（自動体外式除細動器） automated external defibrillator

エーエスティー AST（GOT） aspartate aminotransferase

エーエルティー ALT（GPT） alanine aminotransferase

エーエルピー ALP（アルカリホスファターゼ） alkaline phosphatase

エーがたかんえん A型肝炎 hepatitis A

エーがたけつゆうびょう A型血友病（→血友病A） hemophilia A

エーシーイーそがいざい ACE阻害剤（アンギオテンシン変換

酵素阻害剤）

angiotensin-converting enzyme
 

inhibitor（ACEI）

エーシーエルエス ACLS（二次救命処置） advanced cardiovascular life support

エーシーティーエッチたんどくけっそ

んしょう

ACTH単独欠損症 isolated ACTH deficiency

エーディーエッチディー ADHD（注意欠陥多動性障害） attention-deficit hyperactivity
 

disorder

エーディーエル ADL（日常生活動作） activities of daily living

エーてん A点 point A

エービーエス ABS（適応行動尺度） adaptive behavior scale

エーラースダンロスしょうこうぐん Ehlers-Danlos症候群 Ehlers-Danlos syndrome

えかーど／ぴくとぐらむ 絵カード／ピクトグラム pictgram

えきかおん〔ど〕 腋窩温〔度〕 axillary temperature

えきがく 疫学 epidemiology

えきじょうちょうせいしょくひん 液状調整食品 gruelled food

えしせいこうないえん 壊死性口内炎 necrotizing stomatitis

エスティー ST（言語聴覚士） speech therapist

えすてるがたきょくしょますいやく エステル型局所麻酔薬 ester type local anesthetic

えそせいこうないえん 壊疽性口内炎 gangrenous stomatitis

えそせいしずいえん 壊疽性歯髄炎 gangrenous pulpitis

エックスエックスエックスしょうこう

ぐん

XXX症候群（トリプルX症候群／X

トリソミー症候群）

XXX syndrome／triple X syndrome

エックスせん X線 X-ray

エックスせん〔い〕がく X線〔医〕学／放射線学 roentgenology

エックスせんしょくたい X染色体 X chromosome

エックスせんしんさ X線診査 X-ray examination

エックスれんさせいいでん X連鎖性遺伝 X-linked inheritance

えっじわいず エッジワイズ edgewise arch

エッチアールティーりょうほう HRT療法（ホルモン補充療法） hormone replacement therapy
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エッチティーエルブイ HTLV（ヒトT細胞リンパ腫ウイル

ス／ヒトT細胞白血病ウイルス）

human T-cell lymphoma virus／

human T-cell leukemia virus

エッチティーエルブイ１かんれんせき

ずいしょう

HTLV-1関連脊髄症 HTLV-1 associated myelopathy

（HAM）

エドワーズしょうこうぐん Edwards症候群 Edwards syndrome

えなめるしつきしつ エナメル質基質 enamel matrix

えなめるしつけいせい エナメル質形成 amelogenesis

えなめるしつけいせいふぜん╱えなめ

るしつてい げん けいせい

エナメル質形成不全╱エナメル質低

減 形成

enamel hypoplasia

えなめるしつせっかいかふぜん エナメル質石灰化不全 enamel hypocalcification

えなめるしょうひ エナメル小皮 enamel cuticle

えなめるじょうひしゅ エナメル上皮腫 ameloblastoma

えなめるてき エナメル滴 enamel drop

エヌジーオー NGO（非政府組織） non-government organization

エヌビーエム NBM（ナラティブベーストメディス

ン）

NBM（narrative based medicine）

エヌピーオー NPO（〔民間〕非営利組織） non-profit organization

えねるぎーたいしゃ エネルギー代謝 energy metabolism

エバンズしょうこうぐん Evans症候群 Evans syndrome

えぴそーどきおく エピソード記憶 episode memory

えぴねふりん エピネフリン epinephrine

えぷーりす エプーリス epulis

エブスタインきけい びょう Ebstein奇形 病 Ebstein anomaly disease

エムアールアイ MRI（磁気共鳴画像） magnetic resonance imaging

えらすてぃっく エラスティック elastic

エリスのぶんるい Ellis エリス の分類 Ellis& Davey classification

エリスファンクレフェルトしょうこう

ぐん

Ellis-van Creveld症候群（軟骨外胚葉

性異形成症）

Ellis-van Creveld syndrome

エルシー50 LC50（半数致死濃度） 50% median lethal concentration

エルディー50 LD50（半数致死量） 50% median lethal dose

エルディーエーディーエッチディーじ

しんだんのためのすくりーにんぐて

すと

LD・ADHD児診断のためのスクリー

ニング・テスト（PRS）

The Pupil Rating Scale Revised

エルディーエッチ LDH（乳酸脱水素酵素） lactate dehydrogenase

えんいにょうさいかん 遠位尿細管 distal tubule

えんかんようていこう 鉛管様抵抗 lead pipe rigidity

えんき 塩基 base

えんげ 嚥下 swallowing

えんげしょうがい 嚥下障害（摂食・嚥下障害） dysphagia／swallowing disorder

えんげしょく 嚥下食 diet for dysphagia swallowing
 

disorder

えんげせいはいえん 嚥下性肺炎（→誤嚥性肺炎） aspiration pneumonia

えんげせいむこきゅう 嚥下性無呼吸 deglutition apnea

えんげちゅうすう 嚥下中枢 deglutition center

えんげはんしゃ 嚥下反射 swallowing deglutition／pharyngeal

reflex

えんげへき 嚥下癖 abnormal swallowing habit

えんげほじょしょくひん 嚥下補助食品 supplementary food for swallowing

えんざ 円座 round mat／cutout cushion

えんさんじるちあぜむ 塩酸ジルチアゼム diltiazem hydrochloride

えんさんちくろぴじん 塩酸チクロピジン ticlopidine hydrochloride

えんしげき 遠刺激 distal stimulus

えんじょ 援助 helping
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えんしょう 炎症 inflammation

えんじょうじしきにゅうようじぶんせ

きてきはったつけんさ

遠城寺式乳幼児分析的発達検査 Enjoji infant analytic developmental
 

test

えんじょこうどう 援助行動 helping behavior

えんしんいどう 遠心移動 distal movement

えんしんかいだんがた 遠心階段型【ターミナルプレーン】 distal step type

えんしんこうごう 遠心咬合 distocclusion

えんしんてんい 遠心転位 distoversion

えんずい 延髄 medulla oblongata

えんすいし 円錐歯 cone shaped tooth／conical tooth／

peg-shaped tooth

えんたいじょうけんづけ 延滞条件づけ delayed conditioning

エンローのヴイげんり EnlowのV原理【矯正】 Enlow V principle

お

おうかくまく 横隔膜 diaphragm

おうがた 凹型 concave type

おうがたがんぼう 凹型顔貌 concave face

おうがんれつ 横顔裂 lateral facial cleft

おうけ 嘔気（吐き気） nausea

おうしょくし 黄色歯 yellow tooth

おうしょくじんたいこっかしょう 黄色靱帯骨化症 ossification of yellow ligaments

（OYL）／ossification of ligamentum
 

flavum（OLF）

おうしん 往診 〔doctor’s〕visit

おうそうりゅうせん 横走隆線 transverse ridge

おうだん 黄疸 icterus／jaundice

おうだんてきけんきゅう 横断的研究 cross-sectional study

おうと 嘔吐 vomiting／emesis

おうとはんしゃ 嘔吐反射 vomiting reflex／gag reflex

おうもんきん 横紋筋 striated muscle

おうもんきんにくしゅ 横紋筋肉腫 rhabdomyosarcoma

オーエッチアイ OHI  Oral Hygiene Index

オーエンせん Owen オーエン 線 Owen line

おーばーおーるれしお オーバーオールレシオ overall ratio

おーばーこれくしょん オーバーコレクション over correction

おーばーじぇっと オーバージェット overjet

おーばーばいと オーバーバイト overbite

おーらるすくりーん オーラルスクリーン oral screen

おしつぶし 押しつぶし【摂食】 crush

おしゃぶり おしゃぶり pacifier

おしん（おうけ╱はきけ） 悪心（嘔気／吐き気） nausea

おそれ（きょうふ） 恐れ（恐怖） fear

おとがいかてん オトガイ下点 menton

おとがいけいせいじゅつ オトガイ形成術 genioplasty

おののかいきほうていしき 小野の回帰方程式 Ono regression equation

おぱーるようぞうげしつ オパール様象牙質 opalescent dentin

おぴおいど オピオイド opioid

おぷたこん オプタコン optacon

おぺらんと オペラント【心理】 operant

おぺらんときょうかぎほう オペラント強化技法【心理】 operant reinforcement technique
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おぺらんとこうどう オペラント行動【心理】 operant behavior

おぺらんとしょうきょぎほう オペラント消去技法【心理】 operant extinction technique

おぺらんとじょうけんづけ オペラント条件づけ【心理】 operant conditioning

おぺらんとじょうけんづけりょうほう オペラント条件づけ療法【心理】 operant conditioning therapy

おぺらんとすいじゅん オペラント水準【心理】 operant level

おみっしょんくんれん オミッション訓練 omission training

おやこかんけい 親子関係 parent-child relationship

おりえんてーしょん（けんとうしき） オリエンテーション（見当識） orientation

おりえんてーしょんしょうがい オリエンテーション障害（見当識障害

╱失見当識）

disorientation

おんがくりょうほう 音楽療法 musicotherapy

おんせい 音声 voice

おんせいしょうがい 音声障害 voice disorder

おんどしげきほう 温度刺激法 thermal stimulation

おんわせいしんあんていざい 穏和精神安定剤（弱〔力〕精神安定剤） minor tranquilizer

か

かーてんちょうこう げんしょう カーテン兆候 現象 curtain sign

カーペンターしょうこうぐん Carpenter症候群 Carpenter syndrome

がいいんせい 外因性 exogenous

かいかっしょくし 灰褐色歯 gray-brown tooth

かいがとうかくけんさ 絵画統覚検査（TAT） Thematic Apperception Test

かいかん 快感 pleasure

かいかんげんそく 快感原則 pleasure principle

かいけつびょう 壊血病 scurvy

かいけつびょうせいしにくえん 壊血病性歯肉炎 scorbutic gingivitis

かいご 介護 care／nursing care／personal care

かいこう 開口 mouth opening

かいこう 開咬 open bite

かいこうき（かいこうほじき） 開口器（開口保持器） mouth gag／mouth prop

かいこうしょうがい 開口障害【中枢性】 trismus

かいこうしょうがい 開口障害【局所】 disturbance of mouth opening／

limitation of mouth opening

かいごきゅうふ 介護給付 nursing care benefit／long term care
 

benefit

かいごさーびす 介護サービス care service

かいごさーびすけいかく 介護サービス計画（ケアプラン） care plan

かいごしえんさーびす 介護支援サービス（ケアマネージメン

ト）

care management

かいごしえんせんもんいん 介護支援専門員（ケアマネジャー） care manager

かいごしせつ 介護施設 nursing home

かいごしゃ 介護者 caretaker／carer

かいごてあて 介護手当 aid for caring

かいごにんてい 介護認定 certification of need

かいごにんていしんさかい 介護認定審査会 committee for certification of need

かいごふくしし 介護福祉士 〔certified〕care worker

かいごふたん 介護負担 load of caring／burden of care

かいごほけんせいど 介護保険制度 Long Term Care Insurance System

かいごほけんほう 介護保険法 Law of Long Term Care Insurance

かいごようひん 介護用品 nursing care tool article

かいごりょくきょうかがたびょういん 介護力強化型病院 empowered care hospital
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かいしき 下意識【心理】 subconscious

かいじょ 介助 partial〔ly〕helping

がいしょう 外傷 trauma

がいしょうし 外傷歯 traumatized tooth

がいしょうせいこうごう 外傷性咬合 traumatic occlusion

がいしょうせいしにくえん 外傷性歯肉炎 traumatic gingivitis

がいしょうせいのうざしょう 外傷性脳挫傷 traumatic cerebral contusion

がいしろう 外歯瘻 external dental fistula

がいそう 咳嗽 cough

かいそうじゅつ 開窓術【囊腫，囊胞】 marsupialization

かいぞえほこう 介添え歩行 assisted walk

がいそくびとっき 外側鼻突起 lateral nasal process

かいていにほんばんでんばーしきはっ

たつすくりーにんぐけんさ

改訂日本版デンバー式発達スクリーニ

ング検査

Japanese Denver developmental
 

screening test revised

がいてきえいきょう 外的影響【ICF】 external influence

かいてきかんきょう 快適環境（アメニティ） amenity

かいてん 回転 rotation（of the tooth）

かいとうせんたくほう 回答選択法 fixed alternative question

かいにゅう 介入（インターベンション） intervention／interposition

がいねん 概念 concept

がいはいよう 外胚葉 ectoderm

がいはいようがた 外胚葉型 ectomorphy

かいひくんれん 回避訓練 avoidance training

かいふくしつ 回復室 recovery room

かいほうりょうほう 開放療法 release therapy

がいめんか 外面化 externalization

かいようせいこうないえん 潰瘍性口内炎 ulcerative stomatitis

かいようせいだいちょうえん 潰瘍性大腸炎 ulcerative colitis（UC）

がいらいかんじゃ 外来患者 outpatient

かいろ 回路 circuit

カウプしすう Kaup カウプ 指数 Kaup index

かうんせらー カウンセラー counselor

かうんせりんぐ カウンセリング counseling

かかいこう 過開口 hyper mouth opening

かがいこうごう 過蓋咬合 deep bite

かがくい 下顎位 mandibular position

かがくうんどう 下顎運動 mandibular movement

かがくうんどうかいせきそうち 下顎運動解析装置 mandibular movement analyzing
 

device

かがくえんしんこうごう 下顎遠心咬合 mandibular distal occlusion／

distocclusion

かがくかえんへいめん 下顎下縁平面 mandibular plane

かがくかえんへいめんけいしゃかく 下顎下縁平面傾斜角 mandibular plane angle

かがくかく 下顎角 gonial angle

かがくかせいちょう 下顎過成長 overgrowth of mandible

〔か〕がくきょじょう 〔下〕顎挙上 jaw-lift

かがくけつごうぶ 下顎結合部 mandibular symphysis

かがくこつ 下顎骨 mandible

かがくこつけいせいふぜんしょう 下顎骨形成不全症 mandibular dysotosis

かがくこつせいちょう 下顎骨成長 mandibular growth

かがくこったい 下顎骨体 body of mandible

かがくし 下顎枝 mandibular ramus
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かがくじゅうごうがたこんぽじっとれ

じん

化学重合型コンポジットレジン chemically cured composite resin

かがくぜんとつ 下顎前突 mandibular prognathism〔protraction〕

かがくとっき 下顎突起 mandibular process

かがくなんこつ 下顎軟骨 mandibular cartilage

かがくりょうほう 化学療法 chemotherapy

かかつどう 過活動 hyperkinesia

かかりつけい かかりつけ医 family doctor

かかりつけしかい かかりつけ歯科医 family dentist

かかんきしょうこうぐん 過換気症候群 hyperventilation syndrome

かぎゃくせい 可逆性 reversibility

かきょうこてい 加強固定 reinforced anchorage

かくか 角化 keratosis

がくがいこてい 顎外固定 extraoral anchorage

がくがいそうち 顎外装置 extraoral appliance

がくかせん 顎下腺 submandibular gland

かくかぞく 核家族 nuclear family

がくかんせつ 顎関節 temporomandibular joint

がくかんせつしょう 顎関節症 temporomandibular joint arthrosis

がくこうくうきのうけんさ 顎口腔機能検査 stomatognathic functional inspection

かくさんせいていさんそしょう 拡散性低酸素症 diffusion hypoxia

がくしゅう 学習 learning

がくしゅうきょくせん 学習曲線 learning curve

がくしゅうしょうがい 学習障害 learning disabilities disorder

がくしゅうしんりがく 学習心理学 psychology of learning

がくしゅうりろん 学習理論 learning theory

かくせい 覚醒 arousal／awakening／recovery／

wakening

かくせい 覚醒【麻酔】 emergence

がくせいけいそうち 顎整形装置 orthopedic appliance

がくせいけいほう 顎整形法 dentofacial orthopedics

かくせいじこうふん 覚醒時興奮 emergence excitement

かくせいじせんもう（うわごと） 覚醒時譫妄 うわごと emergence delirium

がくたいしんだんほう 顎態診断法 gnathostatic diagnostics

かくだいねじ 拡大ネジ expansion screw

がくたいもけい 顎態模型 gnathostatic model

かくちょうがたしんきんしょう 拡張型心筋症 dilated cardiomyopathy（DCM）

かくちょうきあつ 拡張期圧 diastolic blood pressure

がくてい 顎堤 alveolar ridge

がくどう 学童 school children

がくどうき 学童期 school age

がくないこてい 顎内固定 intramaxillary anchorage

がくはついくふぜんしょう 顎発育不全症 atelognathia

がくへんけいしょう 顎変形症 jaw deformity

かくり 隔離 segregation

がくりょくこうじょうよういんしんだ

んけんさ

学力向上要因診断検査（FAT） The Factor Diagnosis Test for
 

Achievement Advancement

かけいず 家系図 pedigree chart

かけいせい 過形成（肥厚） hyperplasia

がこうそう 鵞口瘡 thrush

カサバッハメリットしょうこうぐん Kasabach-Merritt 症候群 Kasabach-Merritt syndrome

かしそうぐ 下肢装具 lower extremity brace

かしつ 加湿 humidification
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かじょうえいよう 過剰栄養 overnutrition

かじょうけっせつ 過剰結節 supernumerary tuberculum

かじょうし 過剰歯 supernumerary tooth

かしょくしょう（たいしょくしょう） 過食症（大食症） bulimia

かしんしょうたい 下唇小帯 lower labial frenum／frenulum of
 

lower lip／inferior labial frenum

かすいたい 下垂体 pituitary gland

かすいたいか 下垂体窩 hypophyseal fossa

かすいたいきのうこうしんしょう 下垂体機能亢進症 hyperpituitarism

かすいたいきのうていかしょう 下垂体機能低下症 hypopituitarism

かすいたいきのうふぜんしょう 下垂体機能不全症 dyspituitarism

かすいたいしょうじんしょう 下垂体小人症 pituitary dwarfism

かすいたいせいにょうほうしょう 下垂体性尿崩症 pituitary diabetes insipidus

カスティロモラレスのこうがいしょう Castillo-Moralesの口蓋床 Castillo-Morales palatal plate

がすますいやく ガス麻酔薬 gaseous anesthetic

かせいきゅうまひ 仮性球麻痺 pseudobulbar paralysis

かせいひだい 仮性肥大 pseudohypertrophy

かせいふくこうじょうせんきのうてい

かしょう

仮性副甲状腺機能低下症 pseudohypoparathyroidism

かせいろずい 仮性露髄 pseudoexposure of pulp

かぜしょうこうぐん かぜ症候群 cold syndrome

かそうせいじょうこうごう 仮想正常咬合 hypothetical normal occlusion

かそうへいめん 仮想平面 hypothetical plane

かぞくかい 家族会 family self-help group

かぞくかいたい 家族解体（家族崩壊） family disorganization

かぞくかんけい 家族関係 family relation／family relationship

かぞくこうせい 家族構成 family structure

かぞくせいこうこれすてろーるけっ

しょう

家族性高コレステロール血症 familial hypercholesterolemia

かぞくせいていりんけっしょう 家族性低リン血症 familial hypophosphatemia

かぞくほうかい 家族崩壊（家族解体） family disintegration

かぞくりょうほう 家族療法 family therapy

かぞくれき 家族歴 family history

かだい 課題【ICF】 task

かだいちゅうしんもでる 課題中心モデル task-centered model

かだいぶんせき 課題分析 task analysis

かたさ 硬さ【行動】 rigidity

かたまひ 片麻痺 hemiplegia

がっかんくうげき 顎間空隙 intermaxillary space

がっかんこてい 顎間固定 intermaxillary anchorage

がっこうきゅうしょく 学校給食 school lunch program／school meals
 

service

がっこうしかほけん 学校歯科保健 school dental health

がっこうほけん 学校保健 school health

がっこつきけい 顎骨奇形 deformity of jaw bone

がっこつこっせつ 顎骨骨折 fracture of jaw bone

かっしょくし 褐色歯 brown tooth

かっせいかぶぶんとろんぼぷらすちん

じかん

活性化部分トロンボプラスチン時間 activated partial thromboplastin time

（APTT）

かっとう 葛藤 conflict

かつどう 活動【ICF】 activity

かつどうせいげん 活動制限【ICF】 activity limitations

がっぺいしょう 合併症 complication
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かてい 過程 process

かていい 家庭医（かかりつけ医） family doctor

かていしかい 家庭歯科医（かかりつけ歯科医） family dentist

かていないぼうりょく 家庭内暴力 domestic family violence

かてーてる カテーテル catheter

かてこーるあみん カテコールアミン catecholamine

かてつ〔しき〕ほげきそうち 可撤〔式〕保隙装置 removable space maintainer

カナーしょうこうぐん Kanner症候群（→自閉性障害） Kanner syndrome

かにゅーれ カニューレ cannula

かのう 化膿 suppuration

かびん 過敏 hypersensitivity

かびんせいの 過敏性の hypersensitive

かぶきめーきゃっぷしょうこうぐん 歌舞伎メーキャップ症候群 Kabuki make-up syndrome

かほご 過保護 overprotection

カポジにくしゅ Kaposi カポジ 肉腫 Kaposi sarcoma

かまえ 構え【心理】 set／attitude

がましゅ ガマ腫 ranula

かまじょうせっけっきゅうしょう 鎌状赤血球症 sicklemia／sickle cell disease

かまじょうせっけっきゅうひんけつ 鎌状赤血球貧血 sickle cell anemia

かみおむつ 紙おむつ disposable nappy

がむらびんぐ ガム・ラビング（歯肉マッサージ） gum rubbing

かゆしょく 粥食 semi-fluid food／semi-liquid diet

からえんげ 空嚥下 dry swallowing

がらくとーすけっしょう ガラクトース血症 galactosemia

カラベリーけっせつ カラベリー結節 Carabelli tubercle

かりゅうきゅうげんしょう〔しょう〕 顆粒球減少〔症〕 granulocytopenia

かるしうむきっこうやく カルシウム拮抗薬 calcium antagonist

かるばまぜぴん カルバマゼピン carbamazepine

かるぼきしれーとせめんと カルボキシレートセメント carboxylate cement

かれい 加齢（老化） aging

かれいせいおうはんへんせいしょう 加齢性黄斑変性症 age-related macular degeneration

（ARMD／AMD）

かわさきびょう 川崎病（皮膚粘膜リンパ節症候群） Kawasaki disease（MCLS：mucocu-

taneous lymph node syndrome）

がん 癌（がん） cancer

かんいぼうしつ 簡易防湿 simple exclusion of moisture

かんが〔さいぼう〕しゅ 肝芽〔細胞〕腫 hepatoblastoma

かんがいもんみゃくへいそくしょう 肝外門脈閉塞症 extrahepatic portal obstruction

（EHO）

かんかく 感覚 sensation

かんかくきのう 感覚機能 sensory function

かんかく〔きのう〕しょうがい 感覚〔機能〕障害 sensory impairment／impairment of
 

sensation

かんかくせいしつご 感覚性失語（Wernicke失語） sensory aphasia（Wernicke aphasia）

かんかくとうごうりょうほう 感覚統合療法 sensory integration therapy

かんかくの 感覚の sensory

がんかけんしほうそく 眼窩犬歯法則 orbital canine low

がんかへいめん 眼窩平面 orbital plane

かんき 換気 ventilation

かんきょう 環境 environment

かんきょういんし 環境因子【ICF】 environmental factors

かんきょうりょうほう 環境療法 environmental milieu therapy

かんご 看護 nursing
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かんこうへん 肝硬変 liver cirrhosis

かんごし 看護師 nurse

かんさ 感作 sensitization

かんさつ 観察 observation

かんさつがくしゅう 観察学習 observational learning

かんし 監視（モニタリング） monitoring

かんし 鉗子 pliers

がんしせいのうほう 含歯性囊胞 dentigerous cyst

かんしそうち 監視装置（モニター） monitor

かんじだ カンジダ Candida

かんじだしょう カンジダ症 candidiasis

かんしつせいはいえん 間質性肺炎 interstitial pneumonia

がんじへいめん 眼耳平面 eye-ear-plane

かんじゃ 患者 patient／client

かんじゃうんどう 患者運動 patients’social movement

かんじゃかい 患者会 patients’self-help group

かんじゃきょういく 患者教育 patient education

かんじゃのけんり 患者の権利 patient’s right

がんしゅ 癌腫 carcinoma

かんじょう 感情 feeling／emotion

かんじょういにゅう 感情移入 empathy

かんじょううしょく（りんじょうう

しょく）

環状齲蝕（輪状齲蝕） circular caries

かんじょうしっきん 感情失禁 affective incontinence

かんじょうのしょうがい 感情の障害 affective disorder／

emotional disorder

かんじょうほうごう 冠状縫合 coronal suture

かんしょく 間食 intermediate meals／snack

かんじょどうにゅう 緩徐導入 slow induction

かんせいてきよびじょうけんづけ 感性的予備条件づけ sensory pre-conditioning

がんせいとうつう 癌性疼痛 cancer pain

かんせつ〔てき〕くんれん 間接〔的〕訓練 indirect training

かんせつふくずい 間接覆髄 indirect pulp capping

かんせつりうまち 関節リウマチ rheumatoid arthritis

かんせん 感染 infection

かんぜんかんご 完全看護 complete nursing care

かんぜんこうしんれつ 完全口唇裂 complete cleft lip

かんせんこんかんちりょう 感染根管治療 infected root canal treatment（pulp
 

therapy）

かんぜんさんか 完全参加 full participation

かんせんせいしんないまくえん 感染性心内膜炎 infectious infective endocarditis

かんぜんだいけっかんてんいしょう 完全大血管転位症 complete transposition of great
 

arteries

かんぜんぼうしつぶろっく 完全房室ブロック complete atrioventricular block

がんそう 含嗽 gargle

かん〔ぞう〕いしょく 肝〔臓〕移植 liver transplantation

かん〔ぞう〕がん 肝〔臓〕癌 liver cancer

がんそうようやくざい 含嗽用薬剤 gargling agent

かんだいこうか 寛大効果 leniency effect

がんてん 眼点 orbital point

かんどうみゃくしっかん 冠動脈疾患 coronary artery disease

かんどうみゃくりゅう 冠動脈瘤 coronary artery aneurysm

かんないけっせきしょう 肝内結石症 intrahepatic lithiasis
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かんのう 感応 induction

かんのう 間脳 diencephalon（pl. diencephala）

がんのうじんしょうこうぐん 眼脳腎症候群（Lowe症候群） oculocerebrorenal syndrome

かんふぜん 肝不全 liver insufficiency

がんぼう 顔貌 countenance

ガンマジーティーピー γ-GTP γ-glutamyl transpeptidase

がんめんきかくしゃしん 顔面規格写真 conditioned facial picture

がんめんけんこうじょうわんがた 顔面肩甲上腕型【筋ジストロフィー】 facioscapulohumeral

がんめんしゃしん 顔面写真 facial photograph

かんもく 緘黙 mutism

かんわけあ 緩和ケア palliative care

き

きいこきゅう 奇異呼吸 paradoxical breathing

キーンズセイアーしょうこうぐん Kearns-Sayre症候群 Kearns-Sayre syndrome

きおうれき 既往歴 past history／anamnesis

きおく 記憶 memory

きおくがくしゅう 記憶学習 memory learning

きおく〔きのう〕しょうがい 記憶〔機能〕障害 impairment of memory／

memory disturbance

きおくしょうがい 記憶障害 dysmnesia／disturbance of memory

きおくそうしつ（けんぼう〔しょう〕） 記憶喪失（健忘〔症〕） amnesia

きがいしゅうしゅく 期外収縮 extrasystole／premature contraction

きかいてききょうせいりょく 機械的矯正力 mechanical orthodontic force

きかいてきほてい 機械的保定 mechanical retention

きかいりょく 器械力 mechanical force

きかき 気化器 vaporizer

きかんし 気管支 bronchus

きかんしえん 気管支炎 bronchitis

きかんしかくちょうしょう 気管支拡張症 bronchiectasis

きかんしかくちょうやく 気管支拡張薬 bronchodilator

きかんしけいれん 気管支痙攣 bronchospasm

きかんしぜんそく 気管支喘息 bronchial asthma

きかんしふぁいばーすこーぷそうかん 気管支ファイバースコープ挿管 fiberoptic intubation

きかんせっかい〔じゅつ〕 気管切開〔術〕 tracheostomy／tracheotomy

きかんそうかん 気管挿管 tracheal intubation／endotracheal
 

intubation

きかんちゅーぶ 気管チューブ tracheal tube／endotracheal tube

きかんないいぶつ 気管内異物 tracheal foreign body

ききかいにゅう 危機介入 crisis intervention

ききかんり 危機管理 crisis management

ききて 利き手 handedness／dominant hand

ききゅうはんのう 危急反応 emergency reaction

ききょう 気胸 pneumothorax

ききわけのない 聞き分けのない(無分別な／非協力な) unreasonable

きけい 奇形 malformation

きけいしゅ 奇形腫 teratoma

ぎし 義歯 denture

ぎし 義肢 prosthesis／prosthetic limb／

artificial limb

ぎしき 儀式 ritual／ceremony
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ぎじじょうけんづけ 疑似条件づけ pseudo-conditioning

ぎしせいこうないえん 義歯性口内炎 denture sore mouth

ぎしせいそうほう 義歯清掃法 denture cleaning

ぎしせんじょうざい 義歯洗浄剤 denture cleanser

ぎしそうちゃく 義肢装着 prosthetic fitting

きしつ 気質 temperament

きしつてき 器質的 organic

きじゅんかんご 基準看護 standard nursing care

きじゅんかんごしょうにんびょういん 基準看護承認病院 standardized hospital

ぎしようぶらし 義歯用ブラシ denture brush

ぎせいていあるどすてろんしょう 偽性低アルドステロン症 pseudohypoaldosteronism（PHA）

ぎせいふくこうじょうせんきのうてい

かしょう

偽性副甲状腺機能低下症 pseudohypoparathyroidism

ぎそく 義足 prosthetic leg／artificial leg／

artificial foot／pylon

きそたいしゃりょう 基礎代謝量 basal metabolic rate

きっこうやく 拮抗薬 antagonist

きていけっせつ 基底結節 basal tubercle／cingulum

きていさいぼうぼはんしょうこうぐん 基底細胞母斑症候群 basal cell nevus syndrome

きどう 気道 airway／respiratory tract

きどうかくほ 気道確保 airway maintenance

きどうへいそく 気道閉塞 airway obstruction

きのう 機能 function

きのうてき 機能的 functional

きのうしょうがい 機能障害 dysfunction【一般】／impairment

【ICIDH】【ICF】

きのうせいじょうこうごう 機能正常咬合 functional normal occlusion

きのうてきがくきょうせいほう 機能的顎矯正法 functional jaw orthopedic treatment

きのうてきしげき 機能的刺激 functional stimulus

きのうてきぼたいせつ 機能的母体説 functional matrix theory

きのうふぜん 機能不全 insufficiency

きはつせいますいやく 揮発性麻酔薬 volatile anesthetic

きひじこう 忌避事項 recusation

きほんてきじんけん 基本的人権 fundamental human rights

きめい 記銘 memorization

ぎやく 偽薬 placebo

ぎゃくがくしゅう 逆学習 reversal learning

ぎゃくせいし 逆制止 reciprocal inhibition

ぎゃくせいし 逆生歯 inverted tooth

きゃくぶろっく 脚ブロック bundle branch block

ぎゃっこうじょうけんづけ 逆行条件づけ backward conditioning

ぎゃっこうそくしん 逆行促進 retroactive facilitation

ぎゃっこうよくせい 逆行抑制 retroactive inhibition

ギャッチべっと ギャッチベット Gatch bed

キャントレルしょうこうぐん Cantrell症候群 Cantrell syndrome

きゅういんき 吸引器 aspirator

キューオーエル QOL（クオリティー・オブ・ライフ／

生活の質／生命の質／人生の質）

quality of life

きゅうきゅうしょち 救急処置 emergency treatment

きゅうきゅうそせいほう 救急蘇生法 resuscitation

きゅうごし 臼後歯 distomolar

きゅうしがたうしょく 休止型齲蝕 arrested caries

きゅうしへき 吸指癖 finger sucking／digit sucking
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きゅうしゅう 吸収 absorption【取込み】／resorption【溶

解】

きゅうしゅうそしき 吸収組織 resorption tissue

きゅうしんへき 吸唇癖 lip sucking

きゅうせいうしょく 急性齲蝕 acute dental caries

きゅうせいかがくこつこつずいえん 急性下顎骨骨髄炎 acute mandibular osteomyelitis

きゅうせいかのうせいしこんまくえん 急性化膿性歯根膜炎 acute suppurative periodontitis

きゅうせいかのうせいしずいえん 急性化膿性歯髄炎 acute suppurative pulpitis

きゅうせいかんえん 急性肝炎 acute hepatitis

きゅうせいきょうぐうかくりょくない

しょう

急性狭偶角緑内障 acute narrow angle glaucoma

きゅうせいこつずいせいはっけつびょう 急性骨髄性白血病 acute myelogenous leukemia（AML）

きゅうせいじかせんえん 急性耳下腺炎 acute parotitis parotiditis

きゅうせいしそうこつえん 急性歯槽骨炎 acute alveolar osteitis

きゅうせいしょうえきせいしずいえん 急性漿液性歯髄炎 acute serous pulpitis

きゅうせいせきずいぜんかくえん 急性脊髄前角炎（ポリオ） acute anterior poliomyelitis

（poliomyelitis）

きゅうせいたんじゅんせいしずいえん 急性単純性歯髄炎 acute simple pulpitis

きゅうせいふくじんひしつふぜん 急性副腎皮質不全 acute adrenocortical insufficiency

きゅうせいふくじんふぜん 急性副腎不全（副腎クリーゼ） adrenal crisis

きゅうせいへるぺすせいしにくこうな

いえん

急性ヘルペス性歯肉口内炎 acute herpetic gingivostomatitis

きゅうせいりんぱせいはっけつびょう 急性リンパ性白血病 acute lymphocytic leukemia／

acute lymphatic leukemia（ALL）

きゅうせいりんぱせつえん 急性リンパ節炎 acute lymphadenitis

きゅうせきずいせいきんいしゅくしょう 球脊髄性筋萎縮症 bulbospinal muscular atrophy

きゅうせつ（きゅうてつ） 吸啜 sucking

きゅうせつ（きゅうてつ）はんしゃ 吸啜反射 sucking reflex

きゅうそくしんこうせいしきゅうたい

じんえん

急速進行性糸球体腎炎 rapidly progressive
 

glomerulonephritis（RPGN）

きゅうそくどうにゅう 急速導入【麻酔】 rapid induction／rapid sequence
 

induction

きゅうにゅうちんせいほう 吸入鎮静法 inhalation sedation

きゅうにゅうますい〔ほう〕 吸入麻酔〔法〕 inhalation anesthesia／

inhaled anesthesia

きゅうにゅうますいやく 吸入麻酔薬 inhalation anesthetic／

inhaled anesthetic

きゅうびけい 鳩尾形【保持形態】 dovetail form

きゅうぼうけっせつ 臼旁結節 paramolor cusp

きゅうぼうし 臼旁歯 paramolor

きゅうまひ 球麻痺 bulbar paralysis palsy

きゅうめいいりょう 救命医療 critical care medicine

きゅうめいしょち 救命処置 life support

きょう 橋 pons

きょういくてきりはびりてーしょん 教育的リハビリテーション educational rehabilitation

きょうか 強化【心理】 reinforcement

ぎょうがい 仰臥位 supine position

きょうかく 胸郭 thorax

きょうがくてんかん 驚愕てんかん startle epilepsy

きょうがくはんしゃ(びっくりはんしゃ) 驚愕反射（びっくり反射） startle reflex

きょうかし 強化子【心理】 reinforcer

きょうかしげき 強化刺激【心理】 reinforcing stimulus

きょうかすけじゅーる 強化スケジュール【心理】 schedule of reinforcement
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きょうかち 強化値【心理】 reinforcement value

きょうかん 共感 empathy

ぎょうこいんし 凝固因子 coagulation factor

ぎょうこいんしほじゅうりょうほう 凝固因子補充療法 coagulation factor supplement

きょうごうがた 強剛型【脳性麻痺】 rigidity type

きょうこつじょうがくほうごう 頰骨上顎縫合 zygomaticomaxillary suture

きょうこつそくとうほうごう 頰骨側頭縫合 zygomaticotemporal suture

きよう〔さ〕 器用〔さ〕 dexterity

きょうさく 狭窄 contraction

きょうさくがたしれつきゅう 狭窄型歯列弓 contracted dental arch

きようさの〔のうりょく〕しょうがい 器用さの〔能力〕障害（巧緻能力障害） dexterity disability

きょうじ 教示 instruction

きょうしきこきゅう 胸式呼吸 costal breathing respiration

きょうじょうこうごう 鋏状咬合 scissors bite

きょうしょうたい 頰小帯 buccal frenum

きょうしんしょう 狭心症 angina pectoris

きょうしんやく 強心薬 cardiac stimulant／cardiotonic

きょうしんりにょうやく 強心利尿薬 cardiotonic diuretic

きょうせい 共生 symbiosis

ぎょうせい 行政 administration

ぎょうせいきかん 行政機関 government／administrative office

ぎょうせいきこう 行政機構 administrative organization

きょうせいそうち 矯正装置 orthodontic appliance

きょうせいちりょう 強制治療 compulsion treatment

きょうせいちりょう 矯正治療 orthodontic treatment

きょうせいようきざい 矯正用機材 orthodontic instrument

きょうせいようざいりょう 矯正用材料 orthodontic material

きょうせいようとくしゅごうきん 矯正用特殊合金 orthodontic special alloy

きょうせいようもけい 矯正用模型 orthodontic〔cast〕model

きょうせいりょく 矯正力 orthodontic force

きょうせいりょくのとくせい 矯正力の特性 character of orthodontic force

きょうそくいどう 頰側移動 buccal movement

きょうそくてんい 頰側転位 buccoversion

きょうちょくかんたいほっさ 強直間代発作 tonic-clonic seizure

きょうちょくせいけいれん 強直性痙攣 けいれん tonic convulsion／tonic cramp

きょうどうさぎょうしょ 共同作業所 workshop by the disabled

きょうとうしょう 狭頭症 craniostenosis

きょうどうせい 協働性 cooperativeness

きょうはく 強迫 compulsion

きょうはくかんねん 強迫観念 obsession idea

きょうはくせいしょうがい 強迫性障害 obsessive-compulsive disorder

きょうひしょう 強皮症 scleroderma（SD）

きょうふ 恐怖 fear

きょうふしょう 恐怖症 phobia

きょうぶエックスせんしゃしん 胸部X線写真 chest X-ray photogram

きょうぶほうかしきえん 頰部蜂窩織炎 buccal phlegmon／phlegmon of cheek

きょうみ 興味 interest

きょうめんかん 頰面管 buccal tube

きょうりょく 協力 cooperation

きょう〔りょく〕せいしんあんていやく 強〔力〕精神安定薬 major tranquilizer

きょうりょくてき 協力的 cooperative

きょくしょとふ 局所塗布 topical application

きょくしょますい〔ほう〕 局所麻酔〔法〕 local anesthesia／regional anesthesia
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きょくしょますいやく 局所麻酔薬 local anesthetic

きょくしょますいやくちゅうどく 局所麻酔薬中毒 local anesthetic intoxication

きょくりょう 極量 maximum dose

きょけつせいしんしっかん 虚血性心疾患 ischemic heart disease

きょけつせいのうけっかんしょうがい 虚血性脳血管障害 ischemic cerebrovascular disease

きょこうしょう 巨口症 macrostomia

きょじゃくじ 虚弱児 〔physically〕weak child

きょじゃくじしせつ 虚弱児施設 facilities home for physically weak
 

children

きょしょく〔しょう〕 拒食〔症〕 anorexia／sitiophobia／cibophobia／

apastia

きょじんしょう 巨人症 gigantism

きょぜつしょう 巨舌症 macroglossia／megaloglossia

きょだいし〔しょう〕 巨大歯〔症〕 macrodontia／macrodontism／

megadontism／megalodontia／

giant tooth

きょたんやく 去痰薬 expectorant

きょひ 拒否 rejection

きょようど 許容度 tolerance

きょようのうど 許容濃度 tolerant concentration

ギランバレーしょうこうぐん Guillain-Barre症候群（急性特発性多

発性神経炎）

Guillain-Barresyndrome（acute
 

idiopathic polyneuritis）

きりつせいていけつあつ 起立性低血圧 orthostatic hypotension／postural
 

hypotension

きれつ 亀裂 fracture

きんいしゅくせいそくさくこうかしょ

う（エーエルエス）

筋萎縮性側索硬化症（ALS） amyotrophic lateral sclerosis（ALS）

きんえんしんかんけいのいじょう 近遠心関係の異常 abnormality of mesio-distal
 

relationship

きんきしょう 禁忌症 contraindication

きんきのうりょうほう 筋機能療法 myofunctional therapy

きんきゅうつうほうしすてむ 緊急通報システム emergency aids system

きんきゅうつうほうそうち 緊急通報装置 emergency notification device

きんきゅうほご 緊急保護 emergency relief care

きんきんちょうせいきんじすとろふぃー 筋緊張性筋ジストロフィー（筋強直性

ジストロフィー）

myotonic dystrophy／dystrophia
 

myotonica

きんくんれんき 筋訓練器 muscle exerciser

きんくんれん〔ほう〕 筋訓練〔法〕 muscle training

きんけつしょう 菌血症 bacteremia

きんしかんやく 筋弛緩薬 muscle relaxant

きんしんこうごう 近心咬合 mesiocclusion

きんしんてんい 近心転位 mesioversion

きんちょう 緊張 tension

きんちょうせいめいろはんしゃ 緊張性迷路反射 tonic labyrinthine reflex

きんとっき 筋突起 coronoid process

く

くうき 空気 air

くうげきしれつきゅう 空隙歯列弓 spaced arch

くうげきそうしつ 空隙喪失 space loss

くうげきぶんせきほう 空隙分析法 space analysis
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ぐうぜんがくしゅう 偶然学習 incidental learning

くうそう 空想 fantasy

くうふくじけっとう〔ち〕 空腹時血糖〔値〕 fasting blood sugar level（FBS）

くさびじょうけっそん くさび状欠損 wedge shaped defect

くすり 薬 drug／agent

くちかおゆびしょうこうぐん 口・顔・指症候群（OFD症候群） oral-facial-digital syndrome（OFD
 

syndrome）

くちたいくち〔しき〕じんこうこきゅう

〔ほう〕

口対口〔式〕人工呼吸〔法〕 mouth-to-mouth ventilation

くつう 苦痛 affliction／pain

クッシングしょうこうぐん Cushing クッシング 症候群 Cushing syndrome

くもまくかしゅっけつ クモ膜下出血 subarachnoid hemorrhage

くらいあんと クライアント（利用者） client

クラインフェルターしょうこうぐん Klinefelter症候群 Klinefelter syndrome

くらうんでぃすたるしゅー クラウンディスタルシュー crown distal shoe

くらうんでぃすたるしゅーほげきそうち クラウンディスタルシュー保隙装置 crown distal shoe space maintainer

くらうんばー クラウンバー crown bar

くらうんるーぷほげきそうち クラウンループ保隙装置 crown loop space maintainer

ぐらすあいおのまーせめんと グラスアイオノマーセメント glass ionomer cement

くりーぜ クリーゼ crisis

クリッペルウェーバーしょうこうぐん

（クリッペルトレノーニィウェーバ

ーしょうこうぐん）

Klippel-Weber症候群（Klippel-

Trenaunay-Weber症候群）

Klippel-Weber syndrome（Klippel-

Trenaunay-Weber syndrome）

クリッペルファイルしょうこうぐん Klippel-Feil症候群 Klippel-Feil syndrome

くりにかるぱす クリニカルパス clinical path

クルーゾンしょうこうぐん Crouzon クルーゾン 症候群（頭蓋

顔面異骨症）

Crouzon syndrome

ぐるーぷけあ グループケア group care

ぐるーぷほーむ グループホーム group home

くるびょう くる病 rickets

くるまいす 車椅子／車いす wheelchair

くるまいすしようしゃ 車椅子使用者 wheelchair user

くれあちにん クレアチニン creatinine

くれちんびょう クレチン病（→先天性甲状腺機能低下

症）

cretinism（→ congenital hypo-

thyroidism）

クロイツフェルトヤコブびょう Creutzfeldt-Jakob病 Creutzfeldt-Jakob disease（CJD）

クロウふかせしょうこうぐん Crow-Fukase 深瀬 症候群 Crow-Fukase syndrome

くろーばーようじょうとうがいへんけ

いしょうこうぐん

クローバー葉状頭蓋変形症候群 cloverleaf skull syndrome

クローンびょう Crohn クローン 病 Crohn disease

くろなぜぱむ クロナゼパム clonazepam

ぐろぶりん グロブリン globulin

くんれん 訓練 training／exercise

け

けあ ケア care

けあつきじゅうたく ケア付住宅 housing with domiciliary service

けあぷらん ケアプラン（介護サービス計画） care plan

けあまねーじめんと ケアマネージメント care management

けあまねーじゃー（かいごしえんせん

もんいん）

ケアマネージャー（介護支援専門員） care manager
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けいかんえいよう 経管栄養 tube feeding

けいかんしょく 経管食 tube diet

けいこう〔てき〕〔きかん〕そうかん 経口〔的〕〔気管〕挿管 orotracheal intubation

けいこうえあうぇい 経口エアウェイ oral airway

けいこうそうかん 経口挿管 oropharyngeal intubation

けいこうとうよ 経口投与 oral administration

けいざいじりつしょうがい 経済自立障害 economic self-sufficiency disability

けいしゃいどう 傾斜移動 tipping movement〔of tooth〕

けいせいふぜんし 形成不全歯 hypoplastic tooth

けいせいまひ 痙性麻痺 spastic paralysis

けいたいがくてきぶんるい 形態学的分類 morphologic classification

けいたいねんれい 形態年齢 morphological age

けいたいぶんか 形態分化 morphodifferentiation

けいたいぶんかき 形態分化期【歯胚】 morphodifferentiation stage

けいたいようしかちりょうきき 携帯用歯科治療機器 portable dental equipment

けいちょうえいようざい 経腸栄養剤 enteral nutrient

けいちょくがた 痙直型 spastic type

けいとうてきだつかんさほう 系統的脱感作法 systematic desensitization technique

けいどせいしんちたい 軽度精神遅滞 mild mental retardation

けいねんしりょう(るいねんしりょう） 経年資料（累年資料） longitudinal material

けいねんてきけんきゅう 経年的研究 longitudinal study

けいびえあうぇい 経鼻エアウェイ nasal airway／

nasopharyngeal airway

けいびえいようざい 経鼻栄養剤 nasogastric tube diet

けいびそうかん 経鼻挿管 nasotracheal intubation

けいぶこてい 頸部固定 cervical anchorage

けいみん 傾眠 somnolence

けいれん 痙攣 convulsion／cramp／spasm

けいれんせい 痙攣性 spasticity

けーすまねーじめんと ケースマネージメント case management

けーすまねじゃー ケースマネジャー case manager

けーすわーかー ケースワーカー case worker

けーすわーく ケースワーク（個別援助技術） case work

げきしょうかんえん 劇症肝炎 fulminant hepatitis

ゲゼルはったつしんだんすけじゅーる Gesell発達診断スケジュール Gesell Developmental Schedule

けたみん ケタミン ketamine

けつあつ 血圧 blood pressure

けつあつけい 血圧計 sphygmomanometer

けつえき 血液 blood

けつえきがすぶんせき 血液ガス分析 blood gas analysis

けつえきがすぶんぱいけいすう 血液ガス分配係数 blood gas partition coefficient

けつえきしっかん 血液疾患 blood dyscrasia／hemodyscrasia

けつえきのうかんもん 血液脳関門 blood-brain barrier

けっかく 結核 tuberculosis（TB）

けっかんかくちょう 血管拡張 vasodilatation

けっかんかくちょうやく 血管拡張薬 vasodilator

けっかんしゅ 血管腫 hemangioma

けっかんしゅうしゅく 血管収縮 vasoconstriction

けっかんしゅうしゅくやく 血管収縮薬 vasoconstrictor

けっさつ 結紮 ligation

けっさつせん 結紮線 ligature wire

けっしきそ 血色素（→ヘモグロビン） hemoglobin

けっしゅ 血腫 hematoma
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けつじょうけっそん 楔状欠損（→くさび状欠損） wedge shaped defect

けっしょうばん 血小板 platelet

けっしょうばんきのういじょうしょう 血小板機能異常症 platelet dysfunction

けっしょうばんげんしょうせいしはん

びょう

血小板減少性紫斑病 thrombocytopenic purpura

けっしんほっさ 欠神発作 absence〔seizure〕

けっせいかんえん 血清肝炎 serum hepatitis

けっせつせいこうかしょう（ブルヌ

ヴィーユプリングルびょう）

結節性硬化症(Bourneville-Pringle病) tuberous sclerosis（Bourneville-

Pringle disease）

けっせつせいたはつどうみゃくえん

（けっせつせいどうみゃくしゅうい

えん）

結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲炎） polyarteritis nodosa（PN）

けっせんせいけっしょうばんげんしょ

うせいしはんびょう

血栓性血小板減少性紫斑病 thrombotic thrombocytopenic
 

purpura（TTP）

けっちゅうのうど 血中濃度 blood concentration

けっとうち 血糖値 blood sugar level

けつゆうびょう 血友病 hemophilia

けつゆうびょうエー 血友病A（先天性第Ⅷ因子欠乏症） hemophilia A

けつゆうびょうシー（ピーティーエー

けつぼうせいけつゆうびょう）

血友病C（PTA欠乏性血友病） hemophilia C（PTA deficiency）

けつゆうびょうビー（くりすますびょ

う╱くりすますいんしけつぼうしょ

う）

血友病B（クリスマス病／クリスマス

因子欠乏症）

hemophilia B（Christmas disease／

Christmas factor deficiency）

けみかるさーじぇりー ケミカルサージェリー chemical surgery

げり 下痢 diarrhea

ゲルストマンストロイスラーシャイン

カーびょう

Gerstmann-Straussler-Scheinker病

（GSS）

Gerstmann-Straussler-Scheinker
 

disease（GSS）

けんいんそく 牽引側 tension side

げんうん（めまい） 眩暈（めまい） vertigo

けんお 嫌悪 aversion

げんがいしょう 原外傷 primal trauma

げんかく 幻覚 hallucination

けんきゅうようもけい 研究用模型（スタディモデル） diagnostic cast／study cast

げんきょくきょうせい〔ちりょう〕 限局矯正〔治療〕 limited corrective orthodontics

げんご 言語 language／speech

げんご〔きのう〕しょうがい 言語〔機能〕障害 language impairment

けんこう 健康 health

けんこういじ 健康維持 health maintenance

けんこうかん 健康観 views of health

けんこうかんり 健康管理 health administration control／

management ／healthcare

けんこうじょうたい 健康状態【ICF】 health condition

けんこうしんさ 健康診査 health inspection examination／

checkup ／medical examination

けんこうてちょう 健康手帳【老人保健法】 health care notebook

けんこうほけん 健康保険 health insurance

げんごしきべつしょうがい 言語識別障害 impairment of speech discrimination

げんごしょうがい 言語障害 speech language disorder／speech

language disturbance

げんごちゅうすう 言語中枢 speech center

げんごちょうかくし 言語聴覚士（ST） speech therapist（ST）

げんごてきこみゅにけーしょん 言語的コミュニケーション verval communication

げんごはったつ 言語発達 development of speech and language
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げんごりょうほう 言語療法 speech therapy

けんさ 検査 test／examination

けんざいせいふあんけんさ 顕在性不安検査（MAS） manifest anxiety scale（MAS）

けんしかんふくけい 犬歯間幅径 intercanine width

げんしこうがい 原始口蓋 primitive palate

げんしはんしゃ 原始反射 primitive reflex

げんしびちゅうかく 原始鼻中隔 primitive nasal septum

けんしほうそく 犬歯法則 canine law

げんしょう 現症 present condition

けんたい 倦怠 weariness

けんとうしき 見当識 orientation

けんとうしきしょうがい（しつけんと

うしき）

見当識障害（オリエンテーション障

害／失見当識）

disorientation

けんにょう 検尿 urinalysis

げんにんけんしゅう 現任研修 in-service training

げんばくてちょう 原爆手帳 atomic bomb survivor handbook

げんばけんきゅう 現場研究 field study

げんぱつせいあるどすてろんしょう 原発性アルドステロン症 primary aldosteronism（PA）

げんぱつせいこうかせいたんかんえん 原発性硬化性胆管炎 primary sclerosing cholangitis

(PSC）

げんぱつせいこうしけっしょう 原発性高脂血症 primary hyperlipemia

げんぱつせいせいせんきのうていか

しょう

原発性性腺機能低下症 primary hypogonadism

げんぱつせいたんじゅうせいかんこう

へん

原発性胆汁性肝硬変 primary biliary cirrhosis（PBC）

げんぱつせいはいこうけつあつしょう 原発性肺高血圧症 primary pulmonary hypertension

げんぱつせいまんせいふくじんひしつ

きのうていかしょう

原発性慢性副腎皮質機能低下症（先天

性Addison アジソン 病）

primary chronic adrenal insufficiency

（congenital Addison disease）

げんぱつせいめんえきふぜんしょうこ

うぐん

原発性免疫不全症候群 primary immunodeficiency syndrome

げんびょうれき 現病歴 history of present illness

けんぶつこうか 見物効果 audience effect

けんぼう〔しょう〕 健忘〔症〕 amnesia

けんま 研磨 polishing

こ

ごいん 誤飲 misdeglutition

こうアイジーイーしょうこうぐん 高 IgE症候群 hyper IgE syndrome

こうあつやく 降圧薬 antihypertensive agent drug

こうあつりにょうざい 降圧利尿剤 hypotensive diuretic

こうい 高位 supraversion

こうい 行為【ICF】 action

こううつやく 抗うつ薬 antidepressant

こうおんしょうがい 構音障害 articulation disorder

こうがい 口蓋 palate

こうがいけいせいじゅつ 口蓋形成術 palatoplasty

こうがいず（ぱらとぐらむ） 口蓋図（パラトグラム） palatogram

こうがいすい 口蓋垂 uvula

こうがいすいれつ（にぶんこうがいす

い）

口蓋垂裂（二分口蓋垂） bifid uvulae

こうがいとっき 口蓋突起 palatal process／palatine process
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こうがいびょうかんじゃ 公害病患者 pollution disease patient／patient
 

with pollution-related disease

こうがいへいさ 口蓋閉鎖 palatal closure

こうがいへいめん 口蓋平面 palatal plane

こうがいれつ 口蓋裂 cleft palate

こうかくえん 口角炎 angular cheilitis／perleche

こうかくこう 口角鉤 retractor of mouth angle

こうかせいいしゅくせいたいせん 硬化性萎縮性苔癬 lichen sclerosis et atrophicans（LSA）

こうかつ 口渇 thirst

こうかりうむけつ（しょう） 高カリウム血〔症〕 hyperkalemia／hyperpotassemia

こうがんざい 抗癌剤 antitumor agent

こうかんしんけい〔さどう〕せい 交感神経〔作動〕性 sympathomimetic

こうきこうれいしゃ 後期高齢者 the latter-stage elderly／old old

こうきのうじへいしょう 高機能自閉症 high-functioning autism

こうぎょうけつ こ せいの／

こうぎょうこやく

抗凝血 固 性の／抗凝固薬 anticoagulant

こうきょうへき 咬頰癖 cheek biting

こうきんやくよぼうとうよ 抗菌薬予防投与 antibiotic cover

こうくう 口腔 oral cavity

こうくうえいせい 口腔衛生 oral hygiene／dental health

こうくうかんじだしょう 口腔カンジダ症 oral candidiasis

こうくうかんそうしょう 口腔乾燥症 xerostomia／dry mouth

こうくうき 口腔期 lingual stage

こうくうきけい 口腔奇形 oral deformity

こうくうきのうのはついく 口腔機能の発育 development of oral function

こうくうけあ 口腔ケア oral health care／oral care

こうくうしゅうへき 口腔習癖 oral habit

こうくうしんさ 口腔診査 oral examination

こうくうせいそう 口腔清掃 mouth cleaning／oral prophylaxis

こうくうせいそうしすう 口腔清掃指数（OHI） Oral Hygiene Index（OHI）

こうくうせいそうじりつどはんていき

じゅん

口腔清掃自立度判定基準（BDR指標） assessment of independence for bru-

shing, denture wearing and mouth
 

rinsing

こうくうせいそうふりょう 口腔清掃不良 poor oral hygiene

こうくうせいそうほじょようぐ 口腔清掃補助用具 oral hygiene aid

こうくうないかびん 口腔内過敏 intraoral hypersensitivity

こうくうないしゃしん 口腔内写真 intraoral photography

こうけいえいきゅうし 後継永久歯 succedaneous tooth／

successive permanent tooth

こうけいれんせいの 抗痙攣性の anticonvulsant／anticonvulsive

こうけいれんやく 抗痙攣薬 anticonvulsant

こうげき 攻撃【心理】 aggression

こうけつあつ〔しょう〕 高血圧〔症〕 hypertension

こうけつあつせいのうしゅっけつ 高血圧性脳出血 hypertensive intracerebral
 

hemorrhage

こうけつあつせいのうしょう 高血圧性脳症 hypertensive encephalopathy

こうけつあつぶんるい 高血圧分類 classification of hypertension

こうけっしょうばんやく 抗血小板薬 platelet aggregation inhibitor／

antiplatelet agent

こうけっせんりょうほう 抗血栓療法 antithrombotic therapy

こうげん 抗原 antigen

こうけんにん しゃ 後見人 者 guardian

こうごう 咬合 occlusion
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こうごういじょう（ふせいこうごう） 咬合異常（不正咬合） malocclusion

こうごういんしょう 咬合印象 bite impression

こうこうがい 高口蓋 high arched palate

こうこうがい 硬口蓋 hard palate

こうごうかんけい 咬合関係 interocclusal relation

こうごうかんしょう 咬合干渉 occlusal interference

こうごうきょじょう 咬合挙上 bite raising／bite opening

こうごうきょじょうばん 咬合挙上板 bite raising plate

こうごうこうけい 咬合高径 occlusal vertical dimension

こうごうさいとく 咬合採得 bite taking／occlusal registration

こうごうしゃめんばん 咬合斜面板 inclined bite plate

こうごうしょう 咬合床 bite plate

こうごうせいがいしょう 咬合性外傷 occlusal trauma

こうごうちょうせい 咬合調整 occlusal adjustment／

occlusal equilibration

こうごうちょうやくほう 咬合跳躍法 jumping bite method

こうごうのかぎ 咬合の鍵 key to occlusion

こうごうのはついく 咬合の発育 development of occlusion

こうごうへいさろ 咬合閉鎖路 path of closure

こうごうめんうしょく 咬合面齲蝕 occlusal caries

こうごうゆうどう 咬合誘導 occlusal guidance

こうごうりょく 咬合力 occlusal force

こうごうわんきょく 咬合湾曲 curve of occlusion

こうこきゅう 口呼吸 mouth breathing／oral respiration

こうこりんやく 抗コリン薬 anticholinergic agent

こうこれすてろーるけっしょう 高コレステロール血症 hypercholesterolemia

こうさこうごう 交叉咬合 cross bite

こうさごむ 交叉ゴム cross elastic

こうさ〔てきごう〕しけん 交差〔適合〕試験 cross matching test

こうさんきゅうせいきんまくえん 好酸球性筋膜炎 eosinophilic fasciitis

こうしけっしょう 高脂血症 hyperlipemia

こうじじょうけんづけ 高次条件づけ high-order conditioning

こうじ〔だい〕のうきのうしょうがい 高次〔大〕脳機能障害 disturbance of higher cerebral
 

function

こうしゅう 口臭 halitosis

こうしゅうえいせい 公衆衛生 public health

こうじゅうじんたいこっかしょう 後縦靱帯骨化症 ossification of posterior longitudinal
 

ligament（OPLL）

こうしゅく 拘縮 contracture

こうしゅくへんけい 拘縮変形 contracture deformity

こうしょう 咬傷 bite wound

こうじょうせい 恒常性 homeostasis

こうじょうぜつ 溝状舌 fissured tongue／furrowed tongue

こうじょうせんがん 甲状腺癌 thyroid carcinoma

こうじょうせんきのうこうしんしょう 甲状腺機能亢進症 hyperthyroidism

こうじょうせんきのうていかしょう 甲状腺機能低下症 hypothyroidism

こうじょうせんしゅ 甲状腺腫 goiter／struma

こうじょうせんほるもんふおうしょう 甲状腺ホルモン不応症 thyroid hormone refractoriness

こうしんあつ 口唇圧 lip pressure

こうしんえん 口唇炎 cheilitis

こうしんへき 咬唇癖 lip biting habit

こうしんへき 口唇癖 lip habit

こうしんへるぺす 口唇ヘルペス herpes labialis
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こうしんれつ 口唇裂 cleft lip

こうしんろう 口唇瘻 lip fistula

こうせいいりょう 更生医療 medical care for rehabilitation

こうせいがいねん 構成概念【ICF】 construct

こうせいこうごう 構成咬合 working bite／construction bite

こうせいこうごうき 構成咬合器 articulator for working bite

こうせいしんやく 向精神薬 psychotropic agent

こうせいはくしょ 厚生白書 white paper on health and welfare

こうせいぶっしつ 抗生物質 antibiotic

こうせいようそ 構成要素【ICF】 component

こうぞうか 構造化 structuring

こうそうへき 咬爪癖 nail biting／onychophagia

こうそく 梗塞 infarct

こうそく 拘束（抑制） binding／restraint

こうそくがたしんきんしょう 拘束型心筋症 restrictive cardiomyopathy（RCM）

こうそくせいかんきしょうがい 拘束性換気障害 restrictive ventilatory impairment

こうそそがい 酵素阻害 enzyme inhibition

こうそゆうどう 酵素誘導 enzyme induction

こうたい 抗体 antibody

こうたいせいかた へん まひ 交代性片麻痺 alternate hemiplegia

こうちのうりょくしょうがい 巧緻能力障害（器用さの能力障害） dexterity disability

こうちゅうきゅうげんしょうしょう 好中球減少症 neutropenia

こうつうじこ 交通事故 traffic accident

こうていえん 口底炎 inflammation of mouth floor

こうていてきそくめん 肯定的側面【ICF】 positive aspect

こうていほうかしきえん 口底蜂窩織炎 phlegmon of mouth floor

こうてきかいごほけん 公的介護保険 public insurance of the elderly care

こうてきしゃかいふくし 公的社会福祉 public social welfare services

こうてきふじょ 公的扶助 public assistance

こうてんかんやく 抗てんかん薬 antiepileptic〔drug〕

こうてんせいめんえきふぜんしょうこ

うぐん

後天性免疫不全症候群（AIDS） acquired immunodeficiency syndrome

（AIDS）

こうてんてきげんいん 後天的原因 acquired causes

こうとう 喉頭 larynx（pl. larynges）

こうどう 行動 behavior

こうとうがい 喉頭蓋 epiglottis

こうとうがいてい 後頭蓋底 posterior cranial base

こうとうがいや（こうとうがいこく） 喉頭蓋谷 epiglottic vallecula

こうどうかがく 行動科学 behavioral science

こうとうかんしょう 咬頭干渉 cuspal interference

こうどうかんり 行動管理 behavior management control

こうとうきょう 喉頭鏡 laryngoscope

こうとうけいれん 喉頭痙攣 laryngospasm

こうとうさくごうほう 咬頭削合法 grinding of tooth in occlusal
 

adjustment

こうどうしゅうせい 行動修正（→行動変容） behavior modification

こうどうしゅうせいもでる 行動修正モデル behavior modification model

こうどうしゅぎ 行動主義 behaviorism

こうどうしょうがい 行動障害 behavioral disturbance

こうとうしんにゅう（ぺねとれーしょ

ん）

喉頭侵入（ペネトレーション） penetration

こうどうちょうせい ちょうせつ 行動調整 調節 behavior management

こうとうの 喉頭の laryngeal
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こうどう〔のうりょく〕しょうがい 行動〔能力〕障害 behavior disability

こうどうぱたーん〔きのう〕しょうがい 行動パターン〔機能〕障害 behavior pattern impairment

こうとうぶこてい 後頭部固定 occipital anchorage

こうどうへんよう 行動変容 behavior modification

こうどうへんようほう 行動変容法 behavior modification technique

こうどうりょうほう 行動療法 behavior therapy

こうどうりろん 行動理論 behavior theory

こうどうれんさ 行動連鎖 behavioral chain

こうどきゅうめいしょち 高度救命処置 advanced life support

こうとりぐりせりどけっしょう 高トリグリセリド血症 hypertriglyceridemia

こうないほう 口内法 intraoral method

こうにさんかたんそ（こうたんさんが

す）〔しょう〕

高二酸化炭素（高炭酸ガス）〔症〕 hypercapnia／hypercarbia

こうにょうさんけっしょう 高尿酸血症 hyperuricemia

こうねつ 高熱 hyperthermia／hyperpyrexia

こうねんきしょうがい 更年期障害 menopausal disorder

こうはんしゃ 咬反射 biting reflex

こうはんせいうしょく 広範性齲蝕 extensive caries

こうはんせいはったつしょうがい 広汎性発達障害 pervasive developmental disorders

（PDD）

こうはんのうりつぶんかきょうか 高反応率分化強化【心理】 differential reinforcement of high
 

rate

こうひすたみんやく 抗ヒスタミン薬 antihistamine

こうひふたんいりょう 公費負担医療 public expenditure burden of medicine

こうふあんやく 抗不安薬 antianxiety agent／anxiolytic／

anxiolytic agent

こうふくしこうふたん 高福祉・高負担 high level welfare by high level cost

こうふせいみゃくやく 抗不整脈薬 antiarrhythmic agent

こうふん 興奮 excitation【心理】／excitement【一

般】

こうもう 咬耗 attrition

こうよくほう 咬翼法【X線】 bite wing method

こうりにょうほるもんぶんぴついじょ

うしょうこうぐん

抗利尿ホルモン分泌異常症候群 syndrome of inappropriate secretion
 

of antidiuretic hormone（SIADH）

こうりゅうきょういく 交流教育 cooperated method education

こうりょく 効力 effect

こうれいか 高齢化（長寿化／老化） aging

こうれいかしゃかい 高齢化社会 aging society

こうれいかりつ 高齢化率 aging rate

こうれいしゃ 高齢者（老人） the elderly

こうれいしゃかい 高齢社会 aged society

こうれいしゃしか〔がく〕 高齢者歯科〔学〕 geriatric dentistry／gerodontics／

dentistry for the aged

こうれいしゃせたい 高齢者世帯 household of the elderly

こうれいしゃふくし 高齢者福祉 〔social〕welfare for the elderly

こうわ〔ほう〕 口話〔法〕 lip speaking／oral method

ごえん 誤嚥 aspiration

ごえんせいはいえん 誤嚥性肺炎 aspiration pneumonia

コーエンしょうこうぐん Cohen症候群 Cohen syndrome

ゴーシェびょう Gaucher病 Gaucher disease

こーでぃねーしょん コーディネーション（調整） coordination

ゴールデンハーしょうこうぐん（がん

じせきついいけいせいしょう）

Goldenhar症候群（眼耳脊椎異形成症) Goldenhar syndrome

(oculoauriculovertebral dysplasia）
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こきふきこみそせい〔ほう〕 呼気吹き込み蘇生〔法〕 expired air resuscitation

こきゅう 呼吸 breathing／respiration

こきゅうこんなん 呼吸困難 dyspnea

こきゅうしょうがいせいしょうこうぐ

ん

呼吸障害性症候群 respiratory obstruction syndrome

こきゅうせいあしどーしす 呼吸性アシドーシス respiratory acidosis

こきゅうせいあるかろーしす 呼吸性アルカローシス respiratory alkalosis

こきゅうていし 呼吸停止 respiratory arrest

こきゅうはんしゃ 呼吸反射 respiratory reflex

こきゅうふぜん 呼吸不全 respiratory failure

こきゅうよくせい 呼吸抑制 respiratory depression

こくさいかぞくねん 国際家族年【1994】 International Year of the Family

こくさいこうれいしゃねん 国際高齢者年【1999】 International Year of the Older
 

Persons

こくさいじどうねん 国際児童年【1997】 International Year of the Child

こくさいしょうがいしゃしかがっかい 国際障害者歯科学会（IADH） International Association for
 

Disability and Oral Health

こくさいしょうがいしゃねん 国際障害者年【1981】 International Year of Disabled
 

Persons

こくさいしょうがいぶんるい 国際障害分類【1980】 International Classification of
 

Impairments,Disabilities,and
 

Handicaps（ICIDH）

こくさいじんけんきやく 国際人権規約【1948】 International Covenants on Human
 

Rights

こくさいせいかつきのうぶんるい 国際生活機能分類【国際障害分類改訂

版，2001】

International Classification of
 

Functioning,Disability and Health

（ICF）

こくぜつしょう 黒舌症 black hairy tongue

こくち 告知 notification

こくみんけんこうづくりたいさく 国民健康づくり対策／アクティブ80

ヘルスプラン

Active 80 Health Plan

こくみんけんこうほけん 国民健康保険 National Health Insurance

こくりつちょうじゅかがくせんたー 国立長寿科学センター National Institute for Longevity
 

Sciences

こくりつりょうようじょ 国立療養所 national sanatorium

コケインしょうこうぐん Cockayne症候群 Cockayne syndrome

こしつ 固執 persistence

こじんいんし 個人因子【ICF】 personal factors

こせい こじん せいじょうこうごう 個性 個人 正常咬合 individual normal occlusion

こせいちょう 個成長 individual growth

こついしょく 骨移植 bone graft

こつえんがんりょう 骨塩含量 content of bone mineral

こっか 骨化 ossification

こっかくせいかいこう 骨格性開咬 skeletal open bite

こっかくせいかがいこうごう 骨格性過蓋咬合 skeletal deep overbite

こっかくせいかがくぜんとつ 骨格性下顎前突 skeletal mandibular protrusion

こっかくせいこうさこうごう 骨格性交叉咬合 skeletal posterior crossbite

こっかくせいじょうかがくぜんとつ 骨格性上下顎前突 skeletal bimaxillary protrusion

こっかくせいじょうがくぜんとつ 骨格性上顎前突 skeletal maxillary protrusion

こつがさいぼう 骨芽細胞 osteoblast

こつきゅうしゅう 骨吸収 bone resorption

こつけいせいいじょう 骨形成異常 osteodystrophy

こつけいせいふぜん〔しょう〕 骨形成不全〔症〕 dysostosis／osteogenesis imperfecta
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こつさいけいせい 骨再形成 remodeling of bone

こつずいいけいせいしょうこうぐん 骨髄異形成症候群 myelodysplastic syndrome（MDS）

こつずいいしょく 骨髄移植 bone marrow transplantation

こつずいせんいしょう 骨髄線維症 myelofibrosis

こつせいゆちゃく 骨性癒着 ankylosis

こつせいゆちゃくし 骨性癒着歯 ankylosed tooth

こつそしょうしょう 骨粗鬆症 osteoporosis

こったんぶせいちょう 骨端部成長 epiphyseal growth

こつてんか 骨添加 bone apposition

こつてんかせいちょう 骨添加成長 bone appositional growth

こつないまくせいこっか 骨内膜性骨化 endosteum

こつなんかしょう 骨軟化症 osteomalacia

こつにくしゅ 骨肉腫 osteosarcoma

こつねんれい 骨年齢 bone age

こつほうごうぶせいちょう 骨縫合部成長 bone suture growth

こつまくせいこっか 骨膜性骨化 periosteal ossification

こつみつど 骨密度 bone density

こていこうか 固定効果 effect of anchorage

こていし 固定歯 anchor tooth

こていしききょうせいそうち 固定式矯正装置 fixed orthodontic appliance

こていしきほげきそうち 固定式保隙装置 fixed space maintainer

こていしきほていそうち 固定式保定装置 fixed retainer

こてい〔ほう〕 固定〔法〕 anchorage／fixation／fixing

こてんてきじょうけんづけ 古典的条件づけ classical conditioning

こどものけんりじょうやく 子どもの権利条約【1989】 Convention on the Right of the Child

コフィンローリーしょうこうぐん Coffin-Lowry症候群 Coffin-Lowry syndrome

こみゅにけーしょん コミュニケーション communication

こみゅにけーしょん〔のうりょく〕しょ

うがい

コミュニケーション〔能力〕障害 communication disability／

communication disorder

こみゅにてぃー コミュニティー（地域／地域社会／地

域共同体）

community

ごむりんぐ ゴムリング rubber rings

こようしゃけんこうほけん 雇用者健康保険 employee’s health insurance

ごようしょうこうぐん 誤用症候群 misuse syndrome

こりんえすてらーぜ コリンエステラーゼ cholinesterase

こりんさようやく コリン作用薬 cholinergic agent

こるせっと コルセット corset

ゴルツしょうこうぐん（そうじょうひ

ふていけいせいしょう）

Goltz症候群（巣状皮膚低形成症） Goltz syndrome（Focal dermal
 

hypoplasia）

コルネリアデランゲしょうこうぐん Cornelia de Lange症候群(→Brachmann-

de Lange症候群）

Cornelia de Lange syndrome

こんかんきょうさく 根管狭窄 stricture of root canal

こんかんじゅうてん 根管充塡 root canal filling

こんかんしょうどく 根管消毒 root canal disinfection

こんかんせいそう 根管清掃 root canal cleaning／root canal
 

irrigation

こんかんちょう 根管長 root canal length

こんかんちりょう 根管治療 root canal treatment

こんけいぶがたがんぼう（おうがたが

んぼう）

コンケイブ型顔貌（凹型顔貌） concave face

こんごうえいよう 混合栄養 mixed feeding

こんごうしれつ 混合歯列 mixed dentition

こんごうしれつき 混合歯列期 mixed dentition period
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こんごうすけじゅーる 混合スケジュール mixed schedule

こんごうせいけつごうそしきびょう 混合性結合組織病 mixed connective tissue disease

(MCTD）

こんさるてーしょん コンサルテーション（相談） consultation

こんすい 昏睡 coma

こんすいい 昏睡位 coma position

こんせん 根尖 root apex

こんせんこう 根尖孔 apical foramen

こんせんせいししゅうそしきえん 根尖性歯周組織炎 apical periodontitis

こんせんせつじょ〔ほう〕 じゅつ 根尖切除〔法〕 術 apicoectomy

こんせんそうは 根尖掻爬 apical curettage

こんだてあんけーと 献立アンケート questionnaire about menu

こんなんせい 困難性 difficulty

こんぴゅーただんそうさつえい コンピュータ断層撮影 computerised tomography（CT）

こんぷらいあんす コンプライアンス compliance

こんぷれっくす（ふくごう〔たい〕） コンプレックス（複合〔体〕） complex

こんべっくすがたがんぼう（とつがた

がんぼう）

コンベックス型顔貌（凸型顔貌） convex face

こんぽじっとれじんじゅうてん コンポジットレジン充塡 composite resin filling

こんみん 昏眠 sopor

こんめい 昏迷 stupor

こんめんうしょく 根面齲蝕 root surface caries

こんもう 昏蒙 obnubilation

さ

さいかりゅうき 鰓下隆起 hypobranchial eminence

さいき〔けい〕せい 催奇〔形〕性 teratogenesis

さいきゅう 鰓弓 branchial arch

さいきゅうせいきんそしき 鰓弓性筋組織 branchial musculature

さいきんそう 細菌叢 bacterioflora

さいこうぞうか 再構造化 restructurization

さいしゅうきょうか 最終強化 terminal reinforcement

さいじゅうどせいしんちたい 最重度精神遅滞 profound mental retardation

さいじょうけんづけ 再条件づけ restructurization

さいしょうのこてい 最小の固定 minimum anchorage

さいしょうはいほうない〔ますい〕のうど 最小肺胞内〔麻酔〕濃度 minimum alveolar〔anesthetic〕

concentration

さいしょく 再植 replantation

さいせい 再生 reproduction

さいせいふりょうせいひんけつ 再生不良性貧血 hypoplastic anemia／aplastic anemia

さいせいよくせい 再生抑制 reproductive inhibition

さいせっかいか 再石灰化 recalcification／remineralization

ざいたいきかん 在胎期間 period of gestation

さいだいのこてい 最大の固定 maximum anchorage

ざいたくいりょう 在宅医療 home medical care

ざいたくけあ 在宅ケア home care／domiciliary care

ざいたくけあさーびす 在宅ケアサービス home care service／domiciliary care
 

service

ざいたくしゃしかちりょう 在宅者歯科治療 dental treatment for the patient at
 

home
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ざいたくしょうがいしゃ 在宅障害者 homebound disabled／disabled
 

persons at home

ざいたくねたきりろうじん 在宅寝たきり老人 homebound and bedridden elderly

ざいたくねたきりろうじんしかほけん

すいしんじぎょう

在宅寝たきり老人歯科保健推進事業 Home Service Dental Health Care
 

Promotion for the Bedridden
 

Elderly

さいてききょうせいりょく 最適矯正力 optimal orthodontic force

さいとかいん サイトカイン cytokine

さいとやく 催吐薬 emetic／nauseant

さいにん 再認 recognition

さいのう 才能 talent

さいはつせいあふたーせいこうないえ

ん

再発性アフター性口内炎 recurrent aphthous stomatitis

さいはつせいうしょく 再発性齲蝕 recurrent caries

さいみん 催眠 hypnosis

さいみんほう 催眠法 hypnotism

さいみんやく 催眠薬 hypnotic drag

さいみんりょうほう 催眠療法 hypnotherapy

さがくちょうしゅう 差額徴収 differential correction

さきどりちんつう 先取り鎮痛 preemptive analgesia

さぎょうりょうほう 作業療法 occupational therapy

さぎょうりょうほうし 作業療法士 occupational therapist（OT）

さくらん 錯乱 confusion

さくわ 作話 confabulation

さこつとうがいこつけいせいふぜん

〔しょう〕（さこつとうがいいこつし

ょう）

鎖骨頭蓋骨形成不全〔症〕（鎖骨頭蓋異

骨症）

cleidocranial dysostosis dysplasia

ざしょう 挫傷 contused wound

させい 嗄声 hoarseness

さっかく 錯覚 illusion

さっそうしどう 刷掃指導 tooth-brushing instruction（TBI）

さどうきおく 作動記憶 working memory

さとうせっしゅせいげん 砂糖摂取制限 sugar control

さべつ 差別 discrimination

さるこいどーしす サルコイドーシス sarcoidosis

さん 酸 acid

さんえっちんぐほう 酸エッチング法 acid etching technique

さんか 参加【ICF】 participation

さんかあえんゆーじのーるせめんと 酸化亜鉛ユージノールセメント zinc oxide eugenol cement

さんかかんさつ 参加観察 participant observation

さんかせいやく 参加制約【ICF】 participation restriction

さんかんけいこううつやく 三環系抗うつ薬 tricyclic antidepressant

ざんかんこてい 暫間固定 temporary fixation

ざんかんしゅうふく 暫間修復 temporary restoration

ざんかんてきかんせつふくずいほう 暫間的間接覆髄法【歯髄処置】 gross caries removal procedure

（GCRP）

さんきゅうしょうこうぐん 級症候群 class  syndrome

さんさいじけんしん 三歳児健診 health examination of three-year-old
 

children

さんさんせいせつ 酸産生説 acidogenic theory

さんじいりょう 三次医療 tertiary medical care

さんじいりょうきかん 三次医療機関 tertiary medical care service

さんしまひ 三肢麻痺 triplegia
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さんせいふっそりんさんようえき 酸性フッ素リン酸溶液 acidulated phosphate fluoride solution

（APF solution）

さんせんべん 三尖弁 tricuspid valve

さんせんべんへいさしょう 三尖弁閉鎖症 tricuspid atresia（TA）

さんそ 酸素 oxygen

さんそけつぼう〔しょう〕 酸素欠乏〔症〕 anoxia

さんそほうわ〔ど〕 酸素飽和〔度〕 oxygen saturation

さんそのうど ほうわど けい 酸素濃度 飽和度 計 oximeter

し

じあぜぱむ ジアゼパム diazepam

ジーオーティー GOT（AST） glutamic oxaloacetic transaminase

シーがたかんえん C型肝炎 hepatitis C

ジーがたかんえん G型肝炎 hepatitis G

シーピーアール CPR（心肺蘇生法） cardiopulmonary resuscitation

ジーピーティー GPT（ALT） glutamic pyruvic transaminase

しぇいぴんぐ シェイピング shaping

シェーグレンしょうこうぐん Sjogren シェーグレン 症候群 Sjogren syndrome

シェラインヘノホしはんびょう Schonlein-Henoch紫斑病（アレルギ

ー性紫斑病）

Schonlein-Henoch purpura

しおん 歯音 dental tone

じが 自我 ego

しかかんじゃかんり 歯科患者管理 dental management

しかきょうせいがく 歯科矯正学 orthodontics

しかきょうせいしんだん 歯科矯正診断 orthodontic diagnosis

しかくしょうがい 視覚障害 visual disturbance／visual disability

しがしゅ 歯牙腫 odontoma

じかせんえん 耳下腺炎 parotitis／paroditis

しか〔ちりょう〕きょうふしょう 歯科〔治療〕恐怖症 dental phobia

しかんくうげき 歯間空隙 interdental space／diastema

じかんじょうけんはんしゃ 時間条件反射 temporal conditioned reflex

じかんたいぶんかきょうか 時間帯分化強化 differential reinforcement of paced
 

responding

しかんぶらし 歯間ブラシ interdental brush

しかんぶんり 歯間分離 tooth separation

しかんほう 弛緩法 relaxation technique

しかんりょうほう 弛緩療法 relaxation therapy

しきかくしょうがい 色覚障害 dyschromatopsia

しきそしっちょう〔しょう〕 色素失調〔症〕（Bloch-Sulzberger症

候群）

incontinentia pigmenti／

incontinence of pigment

(Bloch-Sulzberger syndrome）

しきそせいかんぴしょう 色素性乾皮症 xeroderma pigmentosum（XP）

じぎたりす ジギタリス digitalis

しくろすぽりん シクロスポリン cyclosporin

しけいぶうしょく 歯頸部齲蝕 cervical caries

しげき 刺激 stimulus／stimulation／irritation

しげきだえき 刺激唾液 stimulated saliva

しげきはんか 刺激汎化 stimulus generalization

しげんせいのうほう 歯原性囊胞 odontogenic cyst

しこう 思考 thinking

しこう（したい） 歯垢（歯苔） dental plaque

34 さ，し



じこうがいしししょうこうぐん 耳口蓋指趾症候群 otopalatodigital syndrome

しこう〔きのう〕しょうがい 思考〔機能〕障害 impairment〔s〕of thinking

しこうさくご 試行錯誤 trial and error

しこうせいそう 歯口清掃（口腔清掃） oral prophylaxis／mouth cleaning

じこがいねん 自己概念 self-concept

じこけってい 自己決定 self decision determination

じこけつゆけつ 自己血輸血 autotransfusion

じこぞう 自己像 self-image

じこちかく 自己知覚 self-perception

じこちゅうしんせい 自己中心性 self-centrism／egocentricity

じこめんえき 自己免疫 autoimmunity

じこめんえきせいかんえん 自己免疫性肝炎 autoimmune hepatitis

じこめんえき〔せい〕しっかん 自己免疫〔性〕疾患 autoimmune disease

じこめんえきせいようけつせいひんけ

つ

自己免疫性溶血性貧血 autoimmune hemolytic anemia（AIHA)

しこんきゅうしゅう 歯根吸収 root resorption

〔し〕こんせんせつじょ〔ほう〕 じゅ

つ

〔歯〕根尖切除〔法〕 術 apicoectomy

しこんないぶきゅうしゅう 歯根内部吸収 internal root resorption

しこんにくげしゅ 歯根肉芽腫 periapical granuloma／radicular
 

granuloma

しこんのうほう 歯根囊胞 radicular cyst

しこんひょうめんせき 歯根表面積 surface area of tooth root

しこんまく 歯根膜 periodontal membrane

(periodontium,pl. periodontia）

しこんまくせんい 歯根膜線維 periodontal fiber

しこんろしゅつ 歯根露出 tooth root exposure

しじ〔てき〕りょうほう 指示〔的〕療法【心理】 directive therapy

ししまひ 四肢麻痺 quadriplegia／tetraplegia

ししゅうそしき 歯周組織 periodontal tissue／periodontium

(pl.periodontia）

ししゅうそしきいしゅく 歯周組織萎縮 atrophy of periodontal tissue

ししゅう〔そしき〕えん 歯周〔組織〕炎 periodontitis

ししゅんき 思春期 puberty

ししゅんきせいしにくえん 思春期性歯肉炎 pubertal gingivitis

ししゅんきそうはつしょう 思春期早発症 precocious puberty

じじょ 自助 self-help

じしょう 自傷 self-injury

じしょうこうい 自傷行為 self-injured behavior

しじょうせいちゅうへいめん 矢状正中平面 sagittal plane

し〔しょう〕のう 歯〔小〕囊 dental sac

じじょぐ 自助具 self-help device

しじりょうほう 支持療法【心理】 supportive therapy

ししん 視診 〔visual〕inspection

しずい 歯髄 dental pulp

しずいえし 歯髄壊死 pulp necrosis／necrosis of pulp

しずいえそ 歯髄壊疽 gangrene of pulp

しずいえん 歯髄炎 pulpitis

しずいくう 歯髄腔 pulp cavity

しずいくうへいそく 歯髄腔閉塞 obliteration of pulp cavity

しずいじゅうけつ 歯髄充血 hyperemia of pulp

しずいせいかつはんのうてすと 歯髄生活反応テスト vitality test of pulp
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しずいせっかいか 歯髄石灰化 pulpal calcification／calcification of
 

dental pulp

しずいせつだん〔だんずい〕ほう 歯髄切断〔断髄〕法 pulpotomy／pulp amputation

しずいちんせい 歯髄鎮静 pulp sedation

しずいちんせい〔りょう〕ほう 歯髄鎮静〔療〕法 pulp sedative treatment

しずいでんきしん 歯髄電気診 electric pulp test

しすう 指数 index／quotient

しすういじょう 歯数異常 abnormality in tooth number

しすうかじょう かた 歯数過剰 過多 supernumerary of tooth／

polyodontia／hyperdontia

しすうふそく 歯数不足 reduction of tooth number／

hypodontia

じすとろふぃー ジストロフィー dystrophy

しせいかがくぜんとつ 歯性下顎前突 dental mandibular prognathism

しせいかんせん〔しょう〕 歯性感染〔症〕 odontogenic infection

しせき 歯石 dental calculus

しせきじょきょ 歯石除去 scaling

しせつ 施設 facilities／institution

しせつびょう（ほすぴたりずむ） 施設病（ホスピタリズム） hospitalism

しぜんかいふく 自然回復 spontaneous recovery

しぜんちゆ 自然治癒 autotherapy

しぜんてきかんさつ 自然的観察 naturalistic observation

しぜん〔てき〕ほてい 自然〔的〕保定 natural retention

しそうきてい 歯槽基底 alveolar base

しそうきゅう 歯槽弓 alveolar arch〔of maxilla／mandible〕

しそうこうせん 歯槽硬線 alveolar hard line／lamina dura

しそうこつ 歯槽骨 alveolar bone

しそうせいいどう 歯槽性移動 alveolar movement

しそうちょう 歯槽頂 alveolar crest

しそうちょうせんい 歯槽頂線維 alveolar crest fiber

しそうてい 歯槽堤 alveolar ridge

しそうとっき 歯槽突起 alveolar process

しそうとっきこうほうれつ 歯槽突起後方裂 postalveolar process cleft

しそうとっきぜんぽうれつ 歯槽突起前方裂 prealveolar process cleft

しそうとっきれつ 歯槽突起裂 alveolar process cleft

しそうのうよう 歯槽膿瘍 alveolar abscess

じぞくふくまくかんりゅう 持続腹膜灌流 tonic peritoneum dialysis

じそんしん 自尊心 self-esteem／ego／pride

したい 歯帯 dental cingulum

したいいどう 歯体移動 bodily movement〔drifting〕of tooth

したいがた 肢帯型【筋ジストロフィー】 limb-girdle

したいふじゆう 肢体不自由 physical disability／crippled

したいふじゆうじ〔しゃ〕 肢体不自由児〔者〕 physically disabled child〔person〕

したんきょだい〔しょう〕 肢端巨大〔症〕 acromegaly

しちょうそんほけんせんたー 市町村保健センター community health center

しつう 歯痛 toothache

しつがいとうしょうこうぐん 失外套症候群 apallic syndrome

しっかつしずいせつだん〔ほう〕／しっ

かつだんずい

失活歯髄切断〔法〕／失活断髄 mortal pulp amptation／mortal
 

pulpotomy／devitalized pulpotomy

しつけ しつけ discipline／breeding

じっけんてきしょうきょ 実験的消去【心理】 experimental extinction

しつけんとうしき（けんとうしきしょ

うがい）

失見当識（見当識障害╱オリエンテー

ション障害）

disorientation

36 し



しっこう〔しょう〕 失行〔症〕 apraxia

しつご〔しょう〕 失語〔症〕 aphasia

しっしん 失神 syncope／fainting

しっしん 湿疹 eczema

じっちくんれん 実地訓練 on-the-job training

しっちょうがた 失調型【脳性麻痺】 ataxic type

しつにん 失認 agnosia／agnea

しつめい 失明 blindness／loss of sight

しつもんしほう 質問紙法（アンケート） questionnaire survey

してい 歯堤 dental lamina

じてん 耳点 tragion

じどうき 児童期 childhood

じどうぎゃくたい 児童虐待 child abuse

じどうけんしょう 児童憲章【1951】 Children’s Charter

じどうしゃしかしんりょう 自動車歯科診療 mobile dentistry

じどうじりつしえんしせつ 児童自立支援施設 facilities for development of self-

sustaining capacity

じどうしんりがく 児童心理学 child psychology

じどうそうだん 児童相談 child guidance

じどうそうだんじょ 児童相談所 child guidance center

じどうたいがいしきじょさいどうき 自動体外式除細動器（AED） automated external defibrillator

じどうのけんりせんげん 児童の権利宣言【1959】 Declaration of the Right of the
 

Child

じとうふくしほう 児童福祉法 Child Welfare Act

しないし 歯内歯 dens in dente／dens-invaginatus

しなぷす シナプス synapse

しにく 歯肉 gingiva

しにくえん 歯肉炎 gingivitis

しにくえん 歯肉縁 gingival margin

しにくかいよう 歯肉潰瘍 gingival ulcer

しにくこう 歯肉溝 gingival sulcus

しにくこうないえん 歯肉口内炎 gingivostomatitis

しにくせつじょ 歯肉切除 gingivectomy

しにくせんい 歯肉線維 gingival fibers

しにくせんいしゅしょう 歯肉線維腫症 gingival fibromatosis

しにくぞうしょく 歯肉増殖 gingival hyperplasia

しにくたいしゅく 歯肉退縮 gingival recession〔retraction〕

しにくはくりそうはじゅつ 歯肉剥離掻爬術 gingival flap operation

しにくひだい 歯肉肥大 gingival hypertrophy

しにくぽりーぷ 歯肉ポリープ gingival polyp

しにゅうとう 歯乳頭 dental papilla

し〔ねん〕れい 歯〔年〕齢【ヘルマン】 dental age

しはい 歯胚 tooth germ

じはつせい 自発性 spontaneity

じはつつう 自発痛 spontaneous pain

しはんびょう 紫斑病 purpura

しはんびょうせいじんえん 紫斑病性腎炎 purpura nephritis

じへいしょう 自閉症 autism

じへいしょうじ〔しゃ〕 自閉症児〔者〕 autistic child〔person〕

じへいしょうすぺくとらむしょうがい 自閉症スペクトラム障害 autistic spectrum disorders

じへいせいしょうがい 自閉性障害 autistic disorder

しへき 嗜癖 addiction

しみん 嗜眠 lethargy

37し



しみんじょうたい 嗜眠状態（うとうと状態） drowsiness

しめんせっしょく 歯面接触 tooth surface contact

シャイドレーガーしょうこうぐん Shy-Drager症候群 Shy-Drager syndrome（SDS）

しゃかいか 社会化 socialization

しゃかいさんか 社会参加 social participation

しゃかいしげん 社会資源 social resource

しゃかいちょうさ 社会調査 social research

しゃかいてきおうせい 社会適応性 social adaptability

しゃかいてききょうか 社会的強化 social reinforcement

しゃかいてきせいじゅく 社会的成熟 social maturity

しゃかいてきてきおう 社会的適応 social adjustment

しゃかいてきどうきづけ 社会的動機づけ social motivation

しゃかいてきふてきおう 社会的不適応 social maladjustment

しゃかいてきふり 社会的不利（ハンディキャップ）

【ICIDH】

handicap

しゃかいふくし 社会福祉 social welfare

しゃかいふくしがく 社会福祉学 science of social welfare

しゃかいふくしきょうぎかい 社会福祉協議会 social welfare council／

council of social welfare

しゃかいふくしし 社会福祉士 〔certified〕social worker／

social welfare counselor

しゃかいふくしじぎょう 社会福祉事業 〔statutory〕social welfare service

しゃかいふくししゅじ 社会福祉主事 social welfare officer

しゃかいふくしほうじん 社会福祉法人 social welfare corporation／

social welfare juridical person

しゃかいほけん 社会保険 social insurance

しゃかいほしょう 社会保障 social security

しゃかいもでる 社会モデル【ICF】 social model

じゃくし 弱視 amblyopia

しゃくそくへんい 尺側偏位 ulnar deviation

じゃくそんてんかん ジャクソンてんかん Jacksonian epilepsy

じゃくねん 若年 juvenility

じゃくねんせい 若年性 juvenile

じゃくねんせいかんせつりうまち 若年性関節リウマチ juvenile rheumatoid arthritis

(JRA）

じゃくねんせいししゅうえん 若年性歯周炎 juvenile periodontitis

じゃく〔りょく〕せいしんあんていやく 弱〔力〕精神安定薬（穏和精神安定薬） minor tranquilizer

じゃけっとかん ジャケット冠 jacket crown

しゃそうりゅうせん 斜走隆線 oblique ridge

しゃだんやく 遮断薬 blocker

じゃっくないふげんしょう ジャックナイフ現象 jack knife phenomenon

しゃんと シャント shunt

じゆうおぺらんとてつづき 自由オペラント手続き【心理】 free operant procedure

じゆうかいとうしつもんほう 自由回答質問法 open-ended questionnaire

しゅうがくぜん 就学前 preschool

しゅうがくぜんじ〔どう〕 就学前児〔童〕 preschool child

しゅうがくめんじょ 就学免除 exemption of enrollment at school

しゅうがくゆうよ 就学猶予 temporary exemption from
 

enrollment at school

しゅうかん 習慣 habit

しゅうかんせいやくぶつ 習慣性薬物 habit-forming drug

しゅうきせいエーシーティーエッチし

ょうこうぐん

周期性ACTH症候群 periodic ACTH syndrome
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しゅうきせいこうちゅうきゅうげん

しょうしょう

周期性好中球減少症 periodic neutropenia

しゅうぎょうしょうがい 就業障害 occupational disability

しゆうくうかん 私有空間 personal space

しゅうけつ 終結 termination

しゅうさんき（しゅうせいき） 周産期（周生期） perinatal period

しゅうさんきいりょう 周産期医療 perinatal medical service

しゅうさんきしょうがい 周産期障害 perinatal disability／

perinatal disorder

しゅうさんきの 周産期の perinatal

しゅうしゅくきあつ 収縮期圧 systolic blood pressure

じゅうしょうおうだん 重症黄疸 severely jaundice／severely icterus

じゅうしょうきゅうせいすいえん 重症急性膵炎 severe acute pancreatitis

じゅうしょうきんむりょくしょう 重症筋無力症 myasthenia gravis

じゅうしょうしんしんしょうがい 重症心身障害 severely retardation／severely
 

mentally and physically disability

じゅうしょうしんしんしょうがいじ 重症心身障害児 severely-retarded children／severely
 

mentally and physically disabled
 

children

しゅうせいだいけっかんてんいしょう 修正大血管転位症 corrected transposition of great
 

arteries（CTGA）

しゅうだん 集団 group

しゅうだんけんしん 集団検診 group examination

しゅうちゅう 集中 concentration

しゅうちゅうちりょう 集中治療 intensive care

しゅうちゅうちりょうしつ 集中治療室（ICU） intensive care unit（ICU）

じゅうてん 充塡 filling

じゅうてんざいりょう 充塡材料 filling material

じゅうどしょうがいしゃ 重度障害者 severely disabled person

じゅうどせいしんちたい 重度精神遅滞 severe mental retardation

しゅうふく 修復 restoration

しゅうふくぞうげしつ 修復象牙質 reparative dentin

〔しゅう〕まつきけあ 〔終〕末期ケア（ターミナルケア） terminal care

じゅうれつすけじゅーる 縦列スケジュール tandem schedule

じゅえきしゃ 受益者 beneficiary

じゅくたつ 熟達【心理】 skillfulness

しゅこんこつ 手根骨 carpal bone／carpus

しゅこんこつエックスせんしゃしん 手根骨X線写真 wrist bone X-ray photograph

しゅしきゅういんへき 手指吸引癖 finger sucking

しゅじゅつ 手術 operation／surgery

しゅじゅつきけんど 手術危険度 surgical risk

しゅじゅつしんしゅう 手術侵襲 surgical stress

しゅじゅつぶい 手術部位 surgical field

じゅせい 受精 fertilization

しゅせん 主線 main wire

しゅそ 主訴 chief complaint

しゅだんてきにちじょうせいかつかつ

どう

手段的日常生活活動 instrumental activities of daily living

（IADL）

しゅっけつ 出血 bleeding／hemorrhage

しゅっけつじかん 出血時間 bleeding time

しゅっけつせいそいん 出血性素因 hemorrhagic diathesis

じゅつごかいしん 術後回診 postoperative round

じゅつごかんせん 術後感染 postoperative infection
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じゅつごきょうせいちりょう 術後矯正治療 postsurgical orthodontic treatment

じゅつごしゅっけつ 術後出血 postoperative bleeding

じゅっさいだいうしょく 十歳代齲蝕 teenage caries

しゅっしょうじたいじゅう（せいかじ

たいじゅう）

出生時体重（生下時体重） birthweight

しゅっしょうじゅんじょ 出生順序 birth order

しゅっせいぜんき 出生前期 prenatal period

じゅつぜんかいしん 術前回診 preoperative round

じゅつぜんきょうせいちりょう 術前矯正治療 presurgical orthodontic treatment

じゅつぜんけんさ 術前検査 preoperative examination

じゅつぜんひょうか 術前評価 preoperative evaluation

じゅどういぞんせいかく 受動-依存性格 passive-dependent character

じゅどうこうげきせいかく 受動-攻撃性格 passive-aggressive character

じゅどうてきこうごうゆうどう 受動的咬合誘導 passive denture guidance

じゅどうゆそう 受動輸送 passive transport

シュナイダーてすと Snyder シュナイダー テスト Snyder test

じゅよう 受容 acceptance

じゅようたい 受容体 receptor

しゅわ 手話 dactylology／sign language

じゅんこうそくしん 順行促進 proactive facilitation

じゅんこうよくせい 順行抑制 proactive inhibition

じゅんじょこうか 順序効果 order effect

じゅんのう 順応 adaptation

じゅんびき 準備期 preparatory stage

じゅんびせい 準備性（レディネス） readiness

しょう 賞 reward

しょうあつやく 昇圧薬 vasopressor

しょうかい 紹介 referral

しょうかい 照会 reference

しょうがい 障害 disability／disorder／dysfunction

しょうがい 障害（機能障害）【ICIDH】 impairment

しょうがい 障害（能力障害）【ICIDH】 disability

しょうがい 障害（社会的不利）【ICIDH】 handicap

しょうがい 障害【ICF】 disability

しょうがいがく 障害学 study of disabilities

しょうがいじ 障害児／障がい児 disabled child／child with disability

しょうがいじしせつ 障害児施設 facilities for mentally and physically
 

disabled children

しょうがいしゃ 障害者／障がい者 disabled person／person with
 

disability／the disabled

しょうがいしゃかさん 障害者加算【社会保険】 supplementary payments to disabled
 

public assistance recipients

しょうがいしゃきほんほう 障害者基本法 Disabled Persons Fundamental Law

しょうがいしゃこうせいえんごしせつ 障害者更正援護施設 rehabilitation facilities for physically
 

disabled persons

しょうがいしゃこうせいそうだんじょ 障害者更正相談所 rehabilitation consultation center for
 

the disabled

しょうがいしゃしか〔いりょう〕 障害者歯科〔医療〕 dentistry for the disabled／dental
 

care for the disabled

しょうがいしゃしか〔がく〕 障害者歯科〔学〕 dentistry for the disabled

しょうがいしゃしせつ 障害者施設 facilities for the disabled

しょうがいしゃしょくぎょうくんれん

しせつ

障害者職業訓練施設 vocational training center for
 

disabled persons
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しょうがいしゃしょくぎょうせんたー 障害者職業センター vocational center for disabled persons

しょうがいしゃじりつしえんほう 障害者自立支援法【2006】 Services and Supports for Persons
 

with Disabilities Act

しょうがいしゃだんたい 障害者団体 organization of the disabled and their
 

families

しょうがいしゃ〔ちいき〕さぎょうじょ 障害者〔地域〕作業所 community workshop for disabled
 

persons

しょうがいしゃのかんぜんさんかとび

ょうどう

障害者の完全参加と平等 full participation and equality of
 

disabled persons

しょうがいしゃのけんりせんげん 障害者の権利宣言【1975】 Declaration of the Rights of Disabled
 

Persons

しょうがいしゃのじんけん 障害者の人権 human rights of the disabled

しょうがいしゃふくし 障害者福祉 welfare for the disabled

しょうがいしゃふくしそうだんいん 障害者福祉相談員 welfare consultant for disabled

しょうがいじゅよう 障害受容 acceptance of disability

しょうがいてあて 障害手当 disability allowance

しょうがいとうきゅう 障害等級 handicap classification

しょうがいにんてい 障害認定 recognition of disability

しょうがいねんきん 障害年金 disability pension

しょうがい〔はったつ〕しんりがく 生涯〔発達〕心理学 life span〔developmental〕psychology

しょうがいろうじんのにちじょうせい

かつじりつど ねたきりど はんて

いきじゅん

障害老人の日常生活自立度 寝たきり

度 判定基準

Assessment of Independence for
 

Daily Living in Handicapped Elderly

しょうかがくしょう 小下顎症 micromandible

じょうかがくぜんとつ 上下顎前突 bimaxillary protrusion

しょうかかん 消化管 digestive tract

じょうがくかせいちょう 上顎過成長 overgrowth of maxilla

じょうがくこうたいしょう 上顎後退症 maxillary retrusion

じょうがくこつ 上顎骨 maxilla

じょうがくこったい 上顎骨体 body of maxilla

しょうがくしょう 小顎症 micrognathia

じょうがくぜんとつ 上顎前突 maxillary protrusion〔prognathism〕

じょうがくどう 上顎洞 maxillary sinus

じょうがくとっき 上顎突起 maxillary process〔of inferior nasal
 

concha〕

じょうがくれつせいちょう 上顎劣成長 undergrowth of maxilla

しょうかたいしゅ 松果体腫 pinealoma

しょうかれっこううしょく 小窩裂溝齲蝕 pit and fissure caries

しょうかれっこうてんそくざい 小窩裂溝塡塞材 pit and fissure sealant

しょうき 笑気 nitrous oxide（laughing gas）

しょうききゅうにゅうちんせいほう 笑気吸入鎮静法 nitrous oxide and oxygen inhalation
 

sedation

しょうきょ 消去【心理】 extinction

しょうきょうせいそうち 床矯正装置 orthodontic plate

じょうげてきはついく 上下的発育 vertical growth

じょうけんしげき 条件刺激【心理】 conditioned stimulus（CS）

じょうけん〔せい〕せいし 条件〔性〕制止【心理】 conditioned inhibition

じょうけんづけ 条件づけ conditioning

じょうけんはんしゃ 条件反射 conditioned conditional reflex

しょうこうぐん 症候群 syndrome

しょうこうしょう 小口症 microstoma

しょうこうせいてんかん 症候性てんかん symptomatic epilepsy

しょうさいふめい 詳細不明【ICF】 not specified
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しょうしか 少子化 decrease in childbirth

しょうしこうれいしゃかい 少子高齢社会 aged society with fewer children／

aged society with a falling
 

birthrate

しょうししょう 小歯症 microdontia

しょうじょうがくしょう 小上顎症 maxillary micrognathia

じょうしょく 常食 ordinary diet／normal diet

しょうじんしょう（→ていしんちょう

しょう）

小人症（→低身長症） dwarfism（→ short statue）

じょうしんしょうたい 上唇小帯 frenulum of upper lip

じょうすいどうふっそか 上水道フッ素化 water fluoridation

しようせい 脂溶性 lipid solubility

しょうぜつしょう 小舌症 microglossia

じょうせんしょくたい 常染色体 autosome

じょうせんしょくたいいでん 常染色体遺伝 autosomal inheritance

じょうせんしょくたいゆうせいいでん 常染色体優性遺伝 autosomal dominant inheritance

じょうせんしょくたいれっせいいでん 常染色体劣性遺伝 autosomal recessive inheritance

しょうせんもん 小泉門 posterior fontanelle

しょうたい 小帯 frenulum（pl. frenula）

しょうたいいじょう 小帯異常 abnormal frenulum／malformation
 

of frenulum

しようだんせん 指用弾線 finger shape spring

じょうちょ（じょうしょ） 情緒 emotion

しょうちょう 象徴 symbol

しょうちょうきのうしょうがい 小腸機能障害 malfunction of small intestine

じょうちょ しょ しょうがい 情緒障害 emotional disturbance

しょうてんてんかん 焦点てんかん focal epilepsy

しょうどう 衝動【心理】 instinct／impulse／drive

じょうどう（じょうちょ） 情動（情緒） emotion

じょうどういし〔きのう〕しょうがい 情動・意思〔機能〕障害 impairments of emotive and
 

volitional functions

じょうどうこうどう うんどう 常同行動 運動 stereotyped behavior

じょうどうしっきん 情動失禁（感情失禁） emotional incontinence

しょうとうしょう 小頭症 microcephaly

じょうどう〔しょう〕 常同〔症〕 stereotypy

じょうどうしょうがい／じょうちょ

しょうがい

情動障害／情緒障害 emotional disturbance

しょうに 小児 child（pl.children）

しょうにかがく 小児科学 pediatrics

しょうにぎし 小児義歯 denture for deciduous teeth／

pediatric denture

しょうにきほうかいせいしょうがい 小児期崩壊性障害 childhood disintegrative disorder

しょうにしかがく 小児歯科学 pediatric dentistry／dentistry for
 

children

しょうにじへいしょう 小児自閉症 childhood autism

しょうにすとろふるす／しょうにじん

ましんようたいせん

小児ストロフルス／小児蕁麻疹様苔癬 strophulus infantum／lichen
 

urticatus infantum

しょうのう 小脳 cerebellum（pl. cerebella）

しょうのうしゅよう 小脳腫瘍 cerebellar tumor

しょうのうへんせいしょう 小脳変性症 cerebellar degeneration

じょうひしんじゅ 上皮真珠 epithelial pearl

じょうひちゅうかく 上皮中隔 longitudinal epithelial septum

しょうへき 障壁 barrier
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じょうほう 情報 information

しょうほっさ 小発作 petit mal seizure

じょうみゃくせんし 静脈穿刺 venipuncture

じょうみゃくないきゅうそくちゅう

にゅう

静脈内急速注入 intravenous bolus〔injection〕／bolus
 

injection intravenously

じょうみゃくないちんせいほう 静脈内鎮静法 intravenous sedation

じょうみゃくないてきちゅう 静脈内滴注（点滴静注） intravenous drip／infusion

じょうみゃくないとうよ 静脈内投与 intravenous administration

dosage

じょうみゃく〔ない〕ますい〔ほう〕 静脈〔内〕麻酔〔法〕 intravenous anesthesia

じょうみゃく〔ない〕ますいやく 静脈〔内〕麻酔薬 intravenous anesthetic

じょうわんどうみゃく 上腕動脈 brachial artery

しょーとすてい（たんきにゅうしょ） ショートステイ（短期入所） short stay／respite care

しょかいつうかこうか 初回通過効果 first pass effect

じょかんさ 除感作（→脱感作） desensitization

しょ そう きちりょう 初 早 期治療 early treatment

しょぐうきろく 処遇記録 case record

しょぐうけいかく 処遇計画 treatment plan／service program

しょくぎょうびょう 職業病 occupational disease

しょくじかいご 食事介護 care for eating

しょくじかいじょ 食事介助 help for eating

しょくじきろく 食事記録 diet record

しょくじしどう 食事指導 dietary counselling／dietary guidance

しょくじしんだん〔ほう〕 食事診断〔法〕 dietary diagnosis

しょくじ〔どうさ〕じじょぐ 食事〔動作〕自助具 self help aid for eating／self help
 

device for eating

しょくしゅうかん 食習慣 eating habit

しょくじりょうほう 食事療法 diet therapy

しょくしん 触診 palpation

しょくせいかつ 食生活 dietary life

じょくそう 褥瘡 decubitus／bedsore／pressure sore

じょくそうせいかいよう 褥瘡性潰瘍 decubital ulcer

しょくどう 食道 esophagus（pl. esophagi）

しょくどうき 食道期 esophageal stage

しょくどうじょうみゃくりゅう 食道静脈瘤 esophageal varix

しょくどうないいぶつ 食道内異物 esophageal foreign body

しょくひんこうかんひょう 食品交換表 food substitution table／list of food
 

exchange

しょくひんせっしゅじゅよう 食品摂取受容 food intake and food acceptance

しょくへんあつにゅう 食片圧入 food impaction

しょく〔もつ〕けいたい 食〔物〕形態 food style／food type

しょく〔もつざん〕さ 食〔物残〕渣 food debris

しょくよく 食欲 appetite

しょくよくふしん 食欲不振 anorexia／loss of appetite

じょさいどう 除細動 defibrillation

じょさいどうき 除細動器 defibrillator

しょっかい 食塊 bolus

しょっく ショック shock

しょとう ショ糖 sucrose

しょとう〔せい〕こうか 初頭〔性〕効果【心理】 primary effect

じょはんのう 除反応 abreaction

じょみゃく 徐脈 bradycardia

しょろうきにんちしょう 初老期認知症 presenile dementia
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じりつ 自立 autonomy／self-help

じりつくんれんほう 自律訓練法 autogenic training

じりつしえん 自立支援 supporting independence／self-

reliance support

じりつしんけい 自律神経 autonomic nerve

じりつしんけいしっちょう 自律神経失調 autonomic imbalance／vegetative
 

dystonia

じりつしんけいせいうんどうしっちょう 自律神経性運動失調 autonomic ataxia

じりつしんけいはんしゃ 自律神経反射 autonomic reflex

じりつせい 自律性 autonomy

じりつせいかつ 自立生活 independent living

じりつせいたいおんちょうせつ 自律性体温調節 autonomic thermo regulation

しるばーさーびす シルバーサービス silver service

シルバーラッセルしょうこうぐん Silver-Russell症候群 Silver-Russell syndrome

しれつおよびこうごうのいじょう 歯列および咬合の異常 anomalies of the dentition and
 

occlusion

しれつきゅう 歯列弓 dental arch

しれつきゅうかんけいのいじょう 歯列弓関係の異常 abnormal relation of dental arch

しれつきゅうけいたいのいじょう 歯列弓形態の異常 abnormal dental arches

しれつきゅうしゅうちょう 歯列弓周長 dental arch circumference／dental
 

arch perimeter

しれつきゅうしゅうちょうのかくだい 歯列弓周長の拡大 space expansion／space creation

しれつきゅうしゅうちょうのしゅく

しょう

歯列弓周長の縮小 space reduction／space elimination

しれつきゅうちょう 歯列弓長 perimeter circumference

しれつきゅうちょうけい 歯列弓長径 dental arch length

しれつきゅうふくけい 歯列弓幅径 dental arch width

しれつふせい 歯列不正 odontoparallaxis／malalignment

じんいしょく 腎移植 renal transplantation

しんえこーけんさ〔ほう〕 心エコー検査〔法〕 echocardiography

じんえん 腎炎 nephritis

しんおん 心音 heart sound

じんかく 人格 personality

しんがくこうがいれつ 唇顎口蓋裂 cleft lip,alveolus and palate／

cheilognathopalatoschisis

しんがくれつ 唇顎裂 cleft lip and alveolus

しんきけい 心奇形 cardiac anomaly／malformation of
 

the heart

しんきょうかくひ けいすう 心胸郭比 係数 cardio-thoracic ratio（CTR）

しんきん 心筋 cardiac muscle

しんきんこうそく 心筋梗塞 myocardial infarction

しんきんしょう 心筋症 cardiomyopathy（CM）

しんけいがさいぼうしゅ 神経芽細胞腫 neuroblastoma

しんけい〔げん〕せいしょっく 神経〔原〕性ショック neurogenic shock

しんけいこうしゅ 神経膠腫 glioma

しんけいしゃだんやく 神経遮断薬 neuroleptics

しんけいせいおうと 神経性嘔吐 nervous vomiting

しんけいせいむしょくよくしょう 神経性無食欲症 anorexia nervosa

しんけいせつ 神経節 ganglion

しんけいせんいしゅしょう１がた

(フォンレックリングハウゼンびょう)

神経線維腫症１型（von Reckling
 

hausen病）

neurofibromatosis type 1（NF1）

(von Recklinghausen disease）

しんけいせんいしゅしょう２がた 神経線維腫症２型 neurofibromatosis type 2（NF2）

しんけいぶろっく 神経ブロック nerve block
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じんけっかんせいこうけつあつしょう 腎血管性高血圧症 renovascular hypertension

しんけん 親権 parent authority

じんけん 人権 human rights

しんごう 信号 signal

じんこうえいよう 人工栄養 bottle feeding／artificial feeding

じんこうこうもん 人工肛門 artificial anus

じんこうこきゅう 人工呼吸 artificial respiration ventilation

じんこうこきゅうき 人工呼吸器 〔artificial〕respirator／ventilator

しんこうせいかくじょうせいまひ 進行性核上性麻痺 progressive supranuclear palsy

(PSP）

しんこうせいきんいしゅく 進行性筋萎縮 progressive muscular atrophy

しんこうせいきんじすとろふぃー 進行性筋ジストロフィー progressive muscular dystrophy

しんこうせいたそうせいはくしつのう

しょう

進行性多巣性白質脳症 progressive multifocal
 

leukoencephalopathy（PML）

じんこうとうせき 人工透析 hemodialysis

じんこうべん 人工弁 artificial valve

じんこうぼうこう 人工膀胱 artificial bladder

しんざいせいうしょく 深在性齲蝕 deep seated caries

しんざんじ（→しんせいじ） 新産児（→新生児） neonate／newborn

しんざんせん 新産線 neonatal line

しんしつ 心室 ventricle

しんしつさいどう 心室細動 ventricular fibrillation

しんしつせいきがいしゅうしゅく 心室性期外収縮 ventricular extrasystole

しんしつせいひんぱく 心室性頻拍 ventricular tachycardia

しんしつちゅうかくけっそんしょう 心室中隔欠損症 ventricular septal defect（VSD）

しんじゅんますい 浸潤麻酔 infiltration anesthesia

しんしんきのう 心身機能【ICF】 body function

しんせいし（せんてんせいし） 新生歯（先天性歯） neonatal tooth

しんせいじ 新生児 newborn／neonate

しんせいじおうだん 新生児黄疸 icterus neonatorum

しんせいじかし 新生児仮死 neonatal asphyxia／

asphyxia of newborn

しんせいじき 新生児期 neonatal period／newborn period

しんせいじめれな 新生児メレナ melena neonatorum

じんせいにょうほうしょう 腎性尿崩症 nephrogenic diabetes insipidus

しんせん 振戦（ふるえ） tremor【疾病他】／shivering【寒冷】

しんぞう 心像 mental image

しん〔ぞう〕 心〔臓〕 heart

じんぞう 腎臓 kidney

しんぞういしょく 心臓移植 heart transplantation

しんぞうしんけいしょう 心臓神経症 cardiac neurosis

しんぞうべんまくしょう 心臓弁膜症 valvular heart disease

しん〔ぞう〕まっさーじ 心〔臓〕マッサージ cardiac compression

しんそくいどう 唇側移動 labial movement

しんそくこせん 唇側弧線 labial arch

しんそくこせんそうち 唇側弧線装置 labial arch appliance

しんそくてんい 唇側転位 labio-version

じんそくどうにゅう〔ほう〕 迅速導入〔法〕【全身麻酔】 crash induction

しんたいけいそく（せいたいけいそく） 身体計測（生体計測） somatometry

しんたいげんご 身体言語（ボディーランゲージ） body language

しんたいこうぞう 身体構造【ICF】 body structure

しんたいしぇーま 身体シェーマ〔スキーム〕 body schema〔scheme〕
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しんたいしょうがいしゃ 身体障害者 the physically disabled／the
 

physically challenged【一般】

しんたいじりつしょうがい 身体自立障害 physical independence disability

しんたいぞう 身体像 body image

しんたいてきこんとろーる 身体的コントロール 固定／制御 physical control

しんたいどうさ〔のうりょく〕しょうがい 身体動作〔能力〕障害（身体処理〔能力〕

障害）

body disposition disability

しんたいよくせい 身体抑制 拘束 physical restraint

しんちょう 身長 body height／stature

じんていけいせい 腎低形成 renal hypoplasia

しんてきえねるぎー 心的エネルギー psychic energy

しんてきがいしょうごすとれすしょう

がい

心的外傷後ストレス障害 posttraumatic stress disorder

(PTSD）

しんてきほうわ 心的飽和【心理】 psychological mental satiation

しんでんず 心電図 electrocardiogram（ECG）

しんとう 振盪 concussion

じんとうせきりょうほう 腎透析療法 hemodialytic therapy

じんどくせい 腎毒性 nephrotoxicity

しんないまくしょうけっそん 心内膜床欠損 endocardial cushion defect（ECD）

じんにょうさいかんせいあしどーしす 腎尿細管性アシドーシス renal tubular acidosis（RTA）

しんねたきりろうじんぜろさくせん 新ねたきり老人ゼロ作戦【1994】 New Strategy for Zero Bedridden
 

Elderly

しんねん 信念【心理】 belief

しんぱいそせい〔ほう〕 心肺蘇生〔法〕 cardiopulmonary resuscitation

しんはくしゅつりょう 心拍出量 cardiac output

しんぱくすう 心拍数 heart rate

しん〔はく〕〔どう〕ていし 心〔拍〕〔動〕停止 cardiac arrest／cardiac standstill／

asystole

しんばんエスエムしゃかいせいかつの

うりょくけんさ

新版S-M社会生活能力検査 Social Maturity Scale

しんばんケーしきはったつけんさ 新版K式発達検査 Kyoto Scale of Psychological
 

Development

しんひだい 心肥大 hypercardia／cardiac hypertrophy

しんふぜん 心不全 heart failure／cardiac failure／

cardiac insufficiency

じんふぜん 腎不全 renal failure

〔しんぺん〕じりつ〔のうりょく〕しょう

がい

〔身辺〕自立〔能力〕障害 personal care disability

しんぼう 心房 atrium〔of heart〕

しんぼうさいどう 心房細動 atrial fibrillation

しんぼうちゅうかくけっそん〔しょう〕 心房中隔欠損〔症〕 atrial septal defect（ASD）

じんましん 蕁麻疹 urticaria

しんりがく 心理学 psychology

しんりがくてき 心理学的 psychological

しんりがくてき〔きのう〕しょうがい 心理学的〔機能〕障害 psychological impairment

しんりがくてきこんとろーる 心理学的コントロール 制御／調整 psychological control

しん〔り〕てきがいしょう 心〔理〕的外傷 psychic trauma

しんりてすと 心理テスト psychological test

しんりりょうほう 心理療法（→精神療法） psychotherapy

じんるいがくてきけいそくほう 人類学的計測法 anthropometric method

しんれつ 唇裂 cleft lip
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す

ずいかく 髄角 pulp horn／horn of the pulp

ずいが〔さいぼう〕しゅ 髄芽〔細胞〕腫 medulloblastoma

すいこう 遂行（パフォーマンス）【心理】 performance

すいさんかかるしうむ 水酸化カルシウム calcium hydroxide

すいさんかかるしうむしずいせつだん

ほう

水酸化カルシウム歯髄切断法 calcium hydroxide pulpotomy

すいじゅんか 水準化【心理】 leveling

すいじん〔しょう〕 水腎〔症〕 hydronephrosis

すいぞう 膵臓 pancreas

すいそう〔ほう〕 吹送〔法〕【麻酔】 insufflation

すいちょくがた 垂直型【ターミナルプレーン】 vertical plane type

すいとうしょう 水頭症 hydrocephalus

すいのうほうせんいしょう 膵囊胞線維症 cystic fibrosis〔of the pancreas〕（CF）

ずいはんしょうじょう 随伴症状 accessory symptom

すいへいい 水平位 horizontal position

すいみん 睡眠 sleep

すいみんじむこきゅうしょうこうぐん 睡眠時無呼吸症候群 sleep apnea syndrome

すいみんたいへき 睡眠態癖 sleeping habit

すきさめとにうむ スキサメトニウム（スクシニルコリン) suxamethonium

スキャモンのはついくきょくせん Scammonの発育曲線 Scammon growth curves

すくらびんぐほう スクラビング法【歯磨き】 scrubbing method

すこぽらみん スコポラミン scopolamine

すずきビネーしきちのうけんさ 鈴木-Binet ビネー 式知能検査 Suzuki-Binet test

スタージウェーバーしょうこうぐん Sturge-Weber症候群 Sturge-Weber syndrome

すたでぃもでる（けんきゅうようもけ

い）

スタディモデル（研究用模型） diagnostic cast／study cast

ずつう 頭痛 headache

スティーヴンスジョンソンしょうこう

ぐん

Stevens-Johnson症候群 Stevens-Johnson syndrome

すてぃぐま スティグマ（烙印）【心理】 stigma

すてぃっきーふぃっしゃー スティッキーフィッシャー sticky fissure

スティルマンかいりょうほう Stillman スティルマン 改良法

【歯磨き】

modified Stillman method

スティルマンほう Stillman スティルマン 法【歯磨き】 Stillman method

すてろいど ステロイド steroid

すてろいどかばー ステロイドカバー steroid cover

すとれす ストレス stress

すぴーちえいど スピーチエイド speech aid

すふぃんごみえりんりぴどーしす（ニ

ーマンピックびょう）

スフィンゴミエリンリピドーシス

(Niemann-Pick病）

sphingomyelin lipidosis（Niemann-

Pick disease）

すぺーすりげーなー（ほうしゅつよち

かいふくそうち）

スペースリゲーナー（萌出余地回復装

置）

space regainer

すもん（あきゅうせいせきずいししん

けいにゅーろぱし ち ー）

スモン（亜急性脊髄視神経ニューロパ

シ チ ー）

SMON（subacute myelo-optico-

neuropathy）

すわんねっくへんけい スワンネック変形 swanneck deformity
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せ

せいかく 性格【心理】 character

せいかくしょうがい 性格障害 character disorder

せいかつかつどうきょうど 生活活動強度 degree of physical activity

せいかつかんれんかつどう 生活関連活動 activities parallel to daily living

（APDL）

せいかつきのう 生活機能【ICF】 functioning

せいかつくうかん 生活空間 life space

せいかつし（ゆうずいし） 生活歯（有髄歯） vital tooth

せいかつしずいせつだんほう（せいか

つだんずいほう）

生活歯髄切断法（生活断髄法） vital pulpotomy／

vital pulp amputation

せいかつしゅうき 生活周期 life cycle

せいかつねんれい 生活年齢（暦〔年〕齢） chronological age

せいかつのしつ 生活の質（QOL） quality of life（QOL）

せいかつほご 生活保護 livelihood protection

せいかつほごほう 生活保護法 Livelihood Protection Law

せいかつりょういき 生活領域【ICF】 life areas

せいかつれき 生活歴 life history

せいけいりょく 整形力 orthopedic force

せいけん 生検 biopsy

せいしこんなん（→ほうしゅつこんな

ん）

生歯困難（→萌出困難） difficult eruption

せいしねつ（→ほうしゅつねつ） 生歯熱（→萌出熱） teething fever（eruptive fever）

ぜいじゃくエックスしょうこうぐん 脆弱X症候群 fragile X syndrome

せいじゅく 成熟 maturation

せいじゅくがたえんげ 成熟型嚥下 swallowing of matured type

せいじょうあつすいとうしょう 正常圧水頭症 normal pressure hydrocephalus

(NPH）

せいじょうこうごう 正常咬合 normal occlusion

せいじょうはついく 正常発育 normal development

せいしょくきけい 生殖器型【Scammon】 genital type

せいしょくし 青色歯 blue tooth

せいしん 精神 mind

せいじん 成人 adult

せいしんあんていやく ざい 精神安定薬 剤 tranquilizer

せいしんいがくそーしゃるわーかー 精神医学ソーシャルワーカー(PSW) psychiatric social worker

せいしんえいせい 精神衛生 mental hygiene

せいじんき 成人期 adulthood

せいじんきょうせい 成人矯正 adult orthodontics

せいしんしょうがい 精神障害 mental disability

せいしんしょうがいしゃ 精神障害者 mentally disabled person

せいしんしんけいけんさ 精神・神経検査 psychoneurotic test

せいしんしんたいいがく 精神身体医学 psychosomatic medicine

せいしんちたい 精神遅滞 mental retardation（MR）

せいしんちんせいほう 精神鎮静法 psychosedation

せいじんティーさいぼうはっけつびょ

う

成人T細胞白血病（ATL） adult T-cell leukemia（ATL）

せいしんねんれい 精神年齢 mental age

せいしんはったつ 精神発達 mental development

せいしんびょうてきいしきこんだく 精神病的意識混濁 psychotic clouding of consciousness
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せいしんほけん 精神保健 mental health

せいしんほけんふくしし 精神保健福祉士 certified psychiatric social worker

せいじんりょう 成人量 adult dose

せいしんりょうほう 精神療法 psychotherapy

せいせんしょくたいれっせいいでん 性染色体劣性遺伝（→X連鎖性遺伝） sex chromosome recessive inheritance

せいそうようぐ 清掃用具 instruments for oral cleaning

せいぞんけん 生存権 right to life／〔fundamental〕right
 

to live

せいたい 声帯 vocal cord

せいたいかんいしょく 生体肝移植 living related liver transplantation／

liver transplantation from living
 

donor

せいたいけいそく 生体計測（身体計測） somatometry

せいちゅうかがくれつ 正中下顎裂 median cleft of mandible

せいちゅうこう 正中溝 midline furrow

せいちゅうこうがいほうごう 正中口蓋縫合 median palatine suture

せいちゅう〔こう〕しんれつ 正中〔口〕唇裂 median cleft lip

せいちゅうし 正中歯 mesiodens

せいちゅうびれつ 正中鼻裂 bifid nose

せいちゅうほうごうふぜんしょうこう

ぐん

正中縫合不全症候群 status dysraphicus

せいちゅうりかい 正中離開 median diastema

せいちょう 成長 growth

せいちょういんし 成長因子 growth factor

せいちょうかんすう 成長関数 growth function

せいちょうき 成長期【歯胚】 growth stage

せいちょうちゅうしん 成長中心 growth center

せいちょうのうりょく 成長能力 growth potential

せいちょうのば 成長の場 growth field

せいちょうはついく 成長発育 growth and development

せいちょうはついくひょうか 成長発育評価 growth analysis

せいちょうぶい 成長部位 growth site

せいちょうほるもん 成長ホルモン（ソマトトロピン） growth hormone（somatotropin）

せいちょうほるもんかじょう〔しょう〕 成長ホルモン過剰〔症〕（高ソマトトロ

ピン分泌症）

hypersomatotropism

せいちょうほるもんぶんぴつふぜんせ

いていしんちょうしょう

成長ホルモン分泌不全性低身長症 growth hormone deficient short
 

statue

せい ちん とやく 制 鎮 吐薬 antiemetic〔agent／drug〕

せいてきこうごうゆうどう 静的咬合誘導 static occlusal guidance

せいてきしょち 静的処置 passive treatment

せいねん 青年 adolescent／youth

せいねんき 青年期 adolescence

せいのきょうか 正の強化【オペラント条件づけ】 positive reinforcement

せいぶつがくてきはんげんき 生物学的半減期 biological half-life

せいぶつがくねんれい 生物学年齢 biological age

せいぶんゆけつ 成分輸血 component transfusion

せいめいりんり 生命倫理 bioethics

せいもん 声門 glottis（pl. glottides）

せいもんけいれん 声門痙攣 glottic spasm spasmus

せいようどうさ 整容動作 personal appearance activity

せいりてきいどう 生理的移動 physiologic movement

せいりてき〔しかん〕くうげき 生理的〔歯間〕空隙 physiological interdental space

せいりてきたいじゅうげんしょう 生理的体重減少 physiological decrease of body weight
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せいりてきねんれい 生理的年齢 physiological age

せかいじんけんせんげん 世界人権宣言【1948】 Universal Declaration of Human
 

Rights

せかいほけんきかん 世界保健機関 World Health Organization（WHO）

せき 咳 cough

せきがきゅうろう 赤芽球ろう pure red cell aplasia

せきずい 脊髄 spinal cord

せきずいくうどうしょう 脊髄空洞症 syringomyelia

せきずいしゅよう 脊髄腫瘍 spinal cord tumor

せきずいしょうのうへんせいしょう 脊髄小脳変性症 spinocerebellar degeneration（SCD）

せきずいずいまくりゅう 脊髄髄膜瘤 myelomeningocele

せきずいせいしょうにまひ 脊髄性小児麻痺（→急性脊髄前角炎） spinal infantile paralysis（→ acute
 

anterior poliomyelitis）

せきずいせいしんこうせいきんいしゅ

くしょう

脊髄性進行性筋萎縮症 spinal progressive muscular atrophy

（SPMA）

せきずいそんしょう 脊髄損傷 spinal cord injury

せきちゅうかんきょうさくしょう 脊柱管狭窄症 spinal canal stenosis

せきちゅうそくわん 脊柱側弯 scoliosis

せきはんしゃ 咳反射 cough reflex

ぜつ 舌 tongue／glossa／lingua（pl. linguae）

ぜつあつ 舌圧 tongue pressure

せっかい 切開 incision／discission

せっかいか 石灰化 calcification

ぜっかせん 舌下腺 sublingual gland

ぜつきのう 舌機能 tongue function

せっきょくてきさいじょうけんづけ 積極的再条件づけ positive reconditioning

せっきん 接近 approach／contiguity

せっきんせい 接近性（近づきやすさ／アクセス） accessibility

ぜつくんれんほう 舌訓練法 tongue training

せっけっきゅう 赤血球 red blood cell／erythrocyte

ぜつこんぶ 舌根部 tongue base

せっしこつ 切歯骨 premaxilla／incisive bone

せっししゃめんばん 切歯斜面板 inclined plane

せっしゅ 接種 inoculation

せっしゅ 摂取 uptake／intake

せっしゅ〔りょう〕 摂取〔量〕 intake／uptake

ぜつしょうたい 舌小帯 lingual frenulum

せっしょく 摂食 ingestion（eating／feeding）

せっしょくいよく 摂食意欲 will of eating

せっしょくえんげしょうがい 摂食・嚥下障害（摂食機能障害） dysphagia（eating disorder／feeding
 

and swallowing disorder）

〔せっしょく〕かびん 〔接触〕過敏 tactile hypersensitivity

せっしょくきのう 摂食機能 eating function

せっしょくきのうくんれん 摂食機能訓練 functional training for food intake／

eating training

せっしょくちゅうすう 摂食中枢 feeding center

ぜっそくいどう 舌側移動 lingual movement

ぜっそくこせん 舌側弧線 lingual arch

ぜっそくこせんそうち 舌側弧線装置 lingual arch appliance

ぜっそくてんい 舌側転位 linguoversion

ぜったい 舌苔 tongue plaque／coat of tongue

せったんこうごう 切端咬合 edge-to-edge bite occlusion

せっちゃくせいれじん 接着性レジン adhesive resin
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せっとく 説得 persuation

せっとくりょうほう 説得療法 persuation therapy

ぜつとっしゅつ 舌突出 tongue thrusting

ぜつ〔とっしゅつ〕へき 舌〔突出〕癖 tongue thrusting habit

ぜつにゅうとう 舌乳頭 lingual papillae

ぜつにゅうとういしゅく 舌乳頭萎縮 atrophy of lingual papillae

ぜつのせいそう 舌の清掃 cleaning of tongue

せつめいとどうい 説明と同意（インフォームド・コンセ

ント）

informed consent

ぜつゆちゃくしょう 舌癒着症 ankyloglossia

せつるめんと セツルメント（定着）【社会福祉事業】 settlement

せぼふるらん セボフルラン sevoflurane

せめんとしつ セメント質 cementum

せめんとしつしゅ セメント質腫 cementoma

せめんとしつのひこう セメント質の肥厚 増殖 hypercementosis／cementum
 

hyperplasia

せめんとじゅうてん セメント充塡 cement filling

せらぴすと セラピスト（療法士） therapist

ぜりー ゼリー jelly

せるふけあ セルフケア self-care

せるふけあぷらん セルフケアプラン self-care plan

ぜろこうどうぶんかきょうか ゼロ行動分化強化 differential reinforcement of zero
 

behavior

せん 線 wire

せんいしゅ 線維腫 fibroma

ぜんかいじょ 全介助 total helping

せんかせいこつきゅうしゅう 穿下性骨吸収 undermining bone resorption

ぜんきこうれいしゃ 前期高齢者【65～74歳】 the former-stage elderly／young old

せんきょうせいそうち 線矯正装置 wire orthodontic appliance

せんくっきょく 線屈曲 wire bending

ぜんけつゆけつ 全血輸血 whole blood transfusion

せんこう 洗口 mouth rinse／mouth wash

せんこうえき 洗口液 mouth wash solution／mouth rinse
 

solution

ぜんこうがいれつ 前口蓋裂 cleft of prepalate

せんこうき（にんちき） 先行期（認知期） anticipatory stage

せんこうにゅうし 先行乳歯 deciduous predecessor

せんざいりょう 線材料 wire material

せんし 穿刺 puncture

ぜんしぶはんたいこうごう 前歯部反対咬合 anterior crossbite

ぜんじゅうじんたいこっかしょう 前縦靱帯骨化症 ossification of anterior longitudinal
 

ligament（OALL）

せんじょうたいこくしつへんせいしょう 線条体黒質変性症 striatonigral degeneration（SND）

ぜんじょうみゃくますい〔ほう〕 全静脈麻酔〔法〕 total intravenous anesthesia

せんしょくえき 染色液 disclosing solution

せんしょくたい 染色体 chromosome

せんしょくたいいじょう 染色体異常 chromosome aberration

ぜんしんけんたいかん 全身倦怠感 general fatigue

ぜんしんじょうたい 全身状態 general condition／general status

ぜんしんせいえりてまとーです 全身性エリテマトーデス systemic lupus erythematosus（SLE)

ぜんしんせいきょうちょくかんたい

ほっさ

全身性強直間代発作 generalized tonic-clonic seizure

ぜんしんせいしっかん 全身性疾患 systemic disease
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ぜんしんてきげんいん 全身的原因 general cause

ぜんしんのはついくいじょう 全身の発育異常 systemic developmental anomaly

ぜんしんひょうか 全身評価 general assessment

ぜんしんますいかしゅうちゅうちりょ

う〔ほう〕

全身麻酔下集中治療〔法〕 comprehensive treatment under
 

general anesthesia

ぜんしんますい〔ほう〕 全身麻酔〔法〕 general anesthesia

せんせつだんようかんし 線切断用鉗子 wire cutting plier

せんそうひがいしゃ 戦争被害者 victim of war

せんそく 尖足 talipes equinus／foot drop

ぜんそく 喘息 asthma

ぜんそくとうせんもん 前側頭泉門 sphenoidal fontanel／anterolateral
 

fontanel

ぜんたいかんそうち 全帯環装置（マルチバンド装置） multibanded appliance

せんたく 選択 choice

せんたくすけじゅーる 選択スケジュール alternative schedule

せんたんきょだい〔しょう〕 先端巨大〔症〕 acromegaly

ぜんていへいこうきのうしょうがい 前庭・平衡機能障害 impairment of vestibular and balance
 

function

せんてんいじょう 先天異常 congenital abnormality／congenital
 

anomaly

せんてんせいがいはいよういけいせい

〔しょう〕

先天性外胚葉異形成〔症〕 congenital ectodermal dysplasia

せんてん〔せい〕きけい 先天〔性〕奇形 congenital anomaly／

congenital malformation

せんてんせいキューティーえんちょう

しょうこうぐん

先天性QT延長症候群 congenital long QT syndrome

せんてんせいきんじすとろふぃー 先天性筋ジストロフィー congenital muscular dystrophy

せんてん〔せい〕けつじょし 先天〔性〕欠如歯 congenitally missing tooth

せんてんせいこうじょうせんきのうて

いかしょう

先天性甲状腺機能低下症 congenital hypothyroidism

せんてん〔せい〕し 先天〔性〕歯 congenital tooth

せんてんせいしにくせんいしゅしょう 先天性歯肉線維腫症 congenital gingival fibromatosis

せんてんせいじんきけい 先天性腎奇形 congenital renal anomaly

せんてんせいしんしっかん 先天性心疾患 congenital heart disease（CHD）

せんてんせいぜんしぼういえいよう

しょう

先天性全脂肪異栄養症 congenital total lipodystrophy

せんてんせいたいしゃいじょう 先天性代謝異常 inborn error of metabolism

せんてんせいたはつせいきけい 先天性多発性奇形 congenital multiple anomaly

せんてんせいたんどうへいさしょう 先天性胆道閉鎖症 congenital biliary atresia（CBA）

せんてんせいちゅうすうせいていかん

きしょうこうぐん

先天性中枢性低換気症候群 congenital central hypoventilation
 

syndrome

せんてん〔せい〕ばいどく 先天〔性〕梅毒 congenital syphilis

せんてんせいひょうひすいほうしょう 先天性表皮水疱症 epidermolysis bullosa hereditaria／

hereditary bullous epidermolysis

せんてんせいふうしんしょうこうぐん 先天性風疹症候群 congenital rubella syndrome

せんてんせいふくじんかけいせいしょ

う

先天性副腎過形成症 congenital adrenal hyperplasia

せんてんせいふくじんていけいせいし

ょう

先天性副腎低形成症 congenital adrenal hypoplasia

せんてんせいふくじんひしつかけいせ

いしょう

先天性副腎皮質過形成症 congenital adrenocortical
 

hyperplasia
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せんてんせいふくじんひしつきのうて

いかしょう（せんてんせいアジソン

びょう）

先天性副腎皮質機能低下症（先天性

Addison アジソン 病）

congenital adrenocortical
 

insufficiency（congenital Addison
 

disease）

せんてんせいむつうむかんしょう 先天性無痛無汗症 congenital insensitivity to pain with
 

anhidrosis（CIPA）

せんてんせいめんえきふぜんしょうこ

うぐん

先天性免疫不全症候群 congenital immunodeficiency
 

syndrome

せんてんてきげんいん 先天的原因 congenital cause

ぜんとうがいてい 前頭蓋底 anterior cranial base

せんとうしょう 尖頭症 acrocephaly／oxycephaly

ぜんとうじょうがくほうごう 前頭上顎縫合 frontmaxillary suture

ぜんとうやく 前投薬 premedication／

preanesthetic medication

ぜんとうりゅうき 前頭隆起 frontal protuberance／torus frontalis

ぜんぱんてんかん 全般てんかん generalized epilepsy

ぜんぱんほっさ 全般発作 generalized seizure

ぜんびきょく 前鼻棘 anterior nasal spine

せんべつしゅぎ 選別主義 selectivism

ぜんめい 喘鳴 stridor／wheeze

せんもう せん 譫 妄 delirium（pl.deliria）

そ

そうかさよう 相加作用 additive action

そうかんこんなん 挿管困難 difficult intubation

そうかん〔ほう〕 挿管〔法〕 intubation

そうき 想起（再生） recall／retrieval

ぞうきいしょく 臓器移植 organ transplantation

そうきさんじ 早期産児 preterm infant

そうきせっしょく 早期接触【咬合】 deflective occlusal contact

そうきそうしつ 早期喪失 premature loss／early loss

そうきだつらく 早期脱落【乳歯】 premature exfoliation

そうきちりょう 早期治療 early treatment

ぞうきはついくきょくせん 臓器発育曲線 organic growth curve

そうきはっけん 早期発見 early finding

そうきほうしゅつ 早期萌出 premature eruption／early eruption

ぞうきょう 増強 enhancement／increment／

reinforcement

そうきようじじへいしょう 早期幼児自閉症 early infantile autism

ぞうげがさいぼう 象牙芽細胞 odontoblast

ぞうげしつけいせいふぜん〔しょう〕 象牙質形成不全〔症〕 dentin hypoplasia

そうごうけんこうしんさ 総合健康診査【老人保健法】 comprehensive health examination

そうごうりはびりてーしょん 総合リハビリテーション comprehensive rehabilitation

そうごさよう 相互作用 interaction／reciprocal action

そうごふじょ 相互扶助 mutual aid／reciprocal help

そうごゆうどう 相互誘導 reciprocal induction

そうざんじ 早産児 premature infant

そうじょうさよう 相乗作用 potentiation

そうしょうちゆ 創傷治癒 wound healing

ぞうしょくせいしにくえん 増殖性歯肉炎 hyperplastic gingivitis

そうせい 叢生 crowding

そうせい 双生 gemination

53せ，そ



そうせいし 双生歯 geminate tooth

そうせいじほう 双生児法 twin method

そうせんこせんそうち 双線弧線装置 twin-wire arch appliance

そうぞう 想像 imagination

そうたいせいちょう 相対成長 relative growth

そうたいてきせんたくはんのう 相対的選択反応 relative choice reaction

そうだん 相談 consultation

そうたんかんかくちょうしょう 総胆管拡張症 bile duct dilatation

そうち 装置 appliance

そうちゃく 装着【補綴物】 insertion

そうにゅうすけじゅーる 挿入スケジュール interpolated schedule

そうはいじょうみゃくかんりゅうい

じょうしょう

総肺静脈還流異常症 total anomalous pulmonary venous
 

connection

そうはつはんのう 早発反応 antedating response

そうはんいどう 相反移動 reciprocal movement

そうはんこてい 相反固定 reciprocal anchorage

そうぼうべん 僧帽弁 mitral valve

そうぼうべんきょうさく〔しょう〕 僧帽弁狭窄〔症〕 mitral stenosis（MS）

そうぼうべんへいさふぜん〔しょう〕 僧帽弁閉鎖不全〔症〕 mitral incompetence／

mitral insufficiency

そうろうしょう 早老症 progeria

そーしゃるわーかー ソーシャルワーカー social worker

そーしゃるわーく ソーシャルワーク social work

そーだらいむ ソーダライム soda lime

そがい 疎外 alienation

そがいいんし 阻害因子【ICF】 barriers

そがいてき 阻害的【ICF】 hindering

そがいやく 阻害薬 inhibitor

そくじ〔がた〕あれるぎー 即時〔型〕アレルギー immediate allergy

そくじじゅうごうれじん 即時重合レジン self curing resin／cold curing resin

そくしん 促進 facilitation

そくしんいんし 促進因子【ICF】 facilitator

そくしんてき 促進的【ICF】 facilitating

そくとうどうみゃくえん（きょさいぼ

うどうみゃくえん）

側頭動脈炎（巨細胞動脈炎） temporal arteritis

(giant cell arteritis)

そくぼう 側貌 profile

そくほうかくだい 側方拡大 lateral expansion

そくほうしぐん 側方歯群 lateral teeth／buccal teeth

そくぼうせん 側貌線 profile line

そくわん〔しょう〕 側弯〔症〕 scoliosis

そしきけつじょ 組織欠如 tissue deficiency

そしきぶんかき 組織分化期 histodifferentiation stage

そしゃく 咀嚼 mastication／chewing

そしゃくきん 咀嚼筋 masticatory muscle

そしゃくしょうがい 咀嚼障害 masticatory disturbance

そしゃくのじりつ 咀嚼の自立 independence of mastication

そち 措置 action／measures

ソトスしょうこうぐん Sotos症候群 Sotos syndrome

そまととろぴん ソマトトロピン（成長ホルモン） somatotropin（growth hormone）

そめだしえき（せんしょくえき） 染め出し液（染色液） disclosing solution

そんげん 尊厳 dignity

そんしょう 損傷 injury
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た

ターナーし Turner ターナー 歯 Turner tooth

ターナーしょうこうぐん Turner症候群 Turner syndrome

たーみなるけあ ターミナルケア（〔終〕末期ケア） terminal care

たーみなるぷれーん ターミナルプレーン terminal plane

たいい 体位 body position／〔body〕posture

だいいちだいにさいきゅうしょうこうぐ

ん（デマイヤーしょうこうぐん）

第一・第二鰓弓症候群（de Myer症候

群）

first and second branchial arch
 

syndrome（de Myer syndrome）

だいいちひょうかてん 第１評価点【ICF】 first qualifier

たいおん 体温 body temperature

たいおんちょうせつ 体温調節 temperature regulation／

thermoregulation

たいかく 体格 constitution

たいがどくせい 胎芽毒性 embryotoxicity

たいかん 帯環（バンド） band

たいかんけいせいかんし 帯環形成鉗子 band forming plier

たいかんてっきょかんし 帯環撤去鉗子 band removing plier

たいけい 体型 somatotype

たいけん 体験 experience

たいこう 退行 regression

たいこうてきこうどう 対向的行動 adient behavior

だいさんじはっかねんけいかく 第３次８カ年計画【老人保健法】 The Third Eight Year Plan

だいさんだいしさいきゅうしょうこう

ぐん(ディジョージしょうこうぐん)

第三・第四鰓弓症候群（DiGeorge症

候群）

third and fourth branchial arch
 

syndrome（DiGeorge syndrome）

たいじ 胎児 fetus（pl. fetuses）

たいじせいなんこついえいようしょう 胎児性軟骨異栄養症 fetal chondrodystrophy

たいじせきがきゅうしょう 胎児赤芽球症 fetal erythroblastosis

たいしつ 体質 constitution

たいしゃしっかん 代謝疾患 metabolic disease

たいしゃせいあしどーしす 代謝性アシドーシス metabolic acidosis

たいしゃせいあるかろーしす 代謝性アルカローシス metabolic alkalosis

たいじゅう 体重 body weight

たいじゅんかん 体循環 systemic circulation

たいしょうかんけい 対象関係 object relation

だいしょうこうどう 代償行動 substitute behavior

たいしょうしゃ 対象者（利用者） client

たいしょうそうしつ 対象喪失 object loss

たいしょうねんてん（よくじょうねん

てん）

対称捻転（翼状捻転）【歯列】 counter-winding rotation（wing
 

rotation）

たいじょうほうしん 帯状疱疹 herpes zoster／shingles

たいしょうりょうほう 対症療法 symptomatic treatment

たいしょこうどう 対処行動 coping behavior

たいじんふくしさーびす 対人福祉サービス personal social service

たいせい 耐性 resistance／tolerance

だいぜつしょう 大舌症 macroglossia

だいせんもん 大泉門 anterior fontanelle

たいど 態度 attitude

たいとうのう 耐糖能 glucose tolerance

たいとうのういじょう 耐糖能異常 glucose intolerance
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だいどうみゃくえんしょうこうぐん

（たかやすどうみゃくえん）

大動脈炎症候群（高安動脈炎） aortitis syndrome（Takayasu arteritis)

だいどうみゃくしゅくさくしょう 大動脈縮窄症 aortic coarctation

だいどうみゃくべん 大動脈弁 aortic valve

だいどうみゃくべんきょうさくしょう 大動脈弁狭窄症 aortic stenosis（AS）

だいどうみゃくべんへいさふぜんしょう 大動脈弁閉鎖不全症 aortic insufficiency（AI）／

aortic incompetence

だいにじせいちょう 第二次性徴 secondary sex character

だいにぞうげしつ 第二象牙質 secondary dentin

だいにひょうかてん 第２評価点【ICF】 second qualifier

だいのうずいしつ 大脳髄質 cerebral medullary substance

だいのうひしつ 大脳皮質 cerebral cortex

だいのうへんえんけい 大脳辺縁系 limbic system

だいほっさ 大発作 grand mal

たいむあうとほう タイムアウト法 time-out method

だいりせき〔こつ〕びょう 大理石〔骨〕病 osteopetrosis

たいりつこうどうぶんかきょうか 対立行動分化強化 differential reinforcement of
 

incompatible behavior

たいん〔しょう〕 多飲〔症〕 polydipsia

たうろどんと タウロドント taurodont

ダウンしょうこうぐん Down症候群（ダウン症候群） Down syndrome

ダウンズほう Downs ダウンズ 法【矯正】 Downs analysis method

だえき 唾液 saliva

だえきせん 唾液腺 salivary gland

だえきせんのいしゅく 唾液腺の萎縮 atrophy of salivary gland

だえきのねんちょうど 唾液の粘稠度 viscosity of saliva

だえきぶんぴつりょう 唾液分泌量 salivary flow rate／salivary secretion
 

rate

たきふぃらしー タキフィラシー【薬理】 tachyphylaxis

だくひほう 諾否法 yes-or-no form method

たげん〔きょうか〕すけじゅーる 多元〔強化〕スケジュール multiple schedule

たこうかん 多幸感 euphoria

たこうどうぶんかきょうか 他行動分化強化 differential reinforcement of other
 

behavior

たざい〔へいよう〕りょうほう 多剤〔併用〕療法 polypharmacy

たしょくしゅちーむ 多職種 専門職 チーム multidisciplinary team

たそうせいうんどうしんけいしょうが

い（ルイスサムナーパリーしょうこ

うぐん）

多巣性運動神経障害（Lewis-Sumner-

Parry症候群）

multifocal motor neuropathy（Lewis-

Sumner-Parry syndrome）

だっかい 脱灰 decalcification

だつかんさ 脱感作 desensitization

だっきゅう 脱臼 luxation

だつしせつか 脱施設化 deinstitutionalization

だっすい〔しょう〕 脱水〔症〕 dehydration

たっせい 達成 achievement

たどう 多動 hyperactivity／hyperkinesis

たどうせいしょうがい 多動性障害 hyperactivity disorder／hyperkinetic
 

disorder

〔たなかしき〕そしおめとりっくてすと 〔田中式〕ソシオメトリックテスト sociometric test

たなかビネーしきちのうけんさ 田中-Binet ビネー 式知能検査 Tanaka-Binet test

たにょう〔しょう〕 多尿〔症〕 polyuria

たはつせいきんえん 多発性筋炎 polymyositis

たはつせいこうかしょう 多発性硬化症 multiple sclerosis（MS）
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たはつせいのうこうそく 多発性脳梗塞 multiple cerebral infarction

たはつせいのうほうじん 多発性囊胞腎 polycystic kidney

ダブルエービーしつごしょうけんさ WAB ウエスタン 失語症検査 Western Aphasia Battery

ダブルピーダブルしょうこうぐん（ウォ

ルフパーキンソンホワイトしょうこ

うぐん）

WPW症候群（Wolff-Parkinson-

White症候群）

WPW syndrome（Wolff-Parkinson-

White syndrome）

たん 痰 sputum

たんききおく 短期記憶 short-term memory

たんきにゅうしょ 短期入所（ショートステイ） short stay／respite care

だんこうくんれん 断行 主張 訓練 assertive assertiveness／assertion

training

たんしきだんせん 単式弾線 simple spring

たんじゅんこうじょうせんしゅ 単純甲状腺腫 simple goiter

たんじゅんこてい 単純固定 simple anchorage

たんじゅんせいうしょく 単純性齲蝕 ordinary caries／simple caries

たんじゅんせいしにくえん 単純性歯肉炎 simple gingivitis／gingivitis simplex

たんじゅんぶぶんほっさ 単純部分発作 simple partial seizure

たんじゅんへるぺす 単純ヘルペス herpes simplex

たんじゅんほうしんういるす 単純疱疹ウイルス herpes simplex virus

たんしんしつ 単心室 single ventricle

だんずいほう（しずいせつだんほう） 断髄法（歯髄切断法） pulp amputation／pulpotomy

だんぞくてきなちから 断続的な力【矯正】 interrupted force

ダンディウォーカーしょうこうぐん Dandy-Walker症候群 Dandy-Walker syndrome

たんとうしょう 短頭〔症〕 brachycephaly

たんぱくけつごう タンパク結合 protein binding

たんまひ 単麻痺 monoplegia

ち

ちあのーぜ チアノーゼ cyanosis

ちあのーぜの チアノーゼの cyanotic

ちいき 地域 community／area／region

ちいきいりょう 地域医療 community medicine／community
 

medical service／regional medicine

ちいきいりょうけいかく 地域医療計画 community health care program／

community medical program

ちいきけあ 地域ケア community care

ちいきしかいりょう 地域歯科医療 community dentistry／community
 

dental care

ちいきほけん 地域保健 community health care service

ちーむあぷろーち チームアプローチ team approach

チェディアックひがししょうこうぐん Chediak-東症候群 Chediak-Higashi syndrome

ちえんがたあれるぎー 遅延型アレルギー delayed allergy

ちえんきょうか 遅延強化【心理】 delayed reinforcement

ちおぺんたーる チオペンタール thiopental

ちかく 知覚 perception／esthesia

ちかくしょうがい 知覚障害 perception disorder／impairments of
 

perception

ちかくちゅうい〔きのう〕しょうがい 知覚・注意〔機能〕障害 impairments of perception and
 

attention

ちくたんとうそーしゃるわーかー 地区担当ソーシャルワーカー（民生委

員）

district social worker
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ちしせいかぞくせいふみんしょう 致死性家族性不眠症 fatal familial insomnia（FFI）

ちずじょうぜつ 地図状舌 geographic tongue

ちっく チック tic

ちっそ 窒素 nitrogen

ちっそく 窒息 asphyxia／suffocation

ちてきしょうがい 知的障害【一般・法律】 intellectual disability

ちてきしょうがいしゃ 知的障害者【一般】 the intellectually disabled／the
 

mentally challenged／intellectually
 

disabled person

ちてきしょうがいしゃえんごしせつ 知的障害者援護施設 residential care facilities for
 

intellectually disabled people

ちてきしょうがいしゃこうせいしせつ 知的障害者更正施設 rehabilitation facilities for persons
 

with intellectual disabilities

ちてきしょうがいしゃじゅさんじょ 知的障害者授産所 sheltered workshop for intellectually
 

disabled people

ちてきはったつひょうか 知的発達評価 evaluation of mental development

ちのう 知能 intelligence

ちのうけんさ 知能検査 intelligence test

ちのうしすう 知能指数 intelligence quotient（IQ）

ちのうしょうがい 知能障害 intelligence impairment

ちほう 痴呆（→認知症） dementia

ちほうせいろうじん 痴呆性老人（→認知症老人） demented elderly

チャーターズほう Charters チャーターズ 法

【歯磨き】

Charters method

ちゃくしょくし 着色歯 pigmented tooth【外因性】╱

discolored tooth【内因性】

ちゃくだつ 着脱 dress and undress

ちゅうい 注意 attention

ちゅういけっかんたどうせいしょうがい 注意欠陥多動性障害 attention-deficit hyperactivity
 

disorder（ADHD）

ちゅうしんい 中心位 centric relation

ちゅうしんけっせつ 中心結節 central cusp

ちゅうしんこうごうい 中心咬合位 centric occlusion

ちゅうしんじょうみゃくあつ 中心静脈圧 central venous pressure

ちゅうしんじょうみゃくえいよう 中心静脈栄養（IVH） intravenous hyperalimentation

(IVH）

ちゅうすうしんけいけい 中枢神経系 central nervous system

ちゅうせいしげき 中性刺激【心理】 neutral stimulus

ちゅう〔とう〕どせいしんちたい 中〔等〕度精神遅滞 moderate mental retardation

ちゅうどく 中毒 poisoning／toxicosis

ちゅうはいようがた 中胚葉型 mesomorph

ちょうかくげんつうほう 聴覚減痛法 audioanalgesia

ちょうかくしょうがい 聴覚障害 hearing impairment／hearing loss／

paracusis／paracusia

ちょうききおく 長期記憶 long-term memory

ちょうじゅか 長寿化 increase of longevity

ちょうじゅかがくしんこうざいだん 長寿科学振興財団 Japan Foundation for Aging and
 

Health

ちょうじゅしゃかいかいはつせんたー 長寿社会開発センター Foundation of Social Development
 

for Senior Citizens

ちょうしん 聴診 auscultation

ちょうせいすけじゅーる 調整スケジュール adjusting schedule

ちょうせつかんき こきゅう 調節換気 呼吸 controlled ventilation respiration
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ちょうとう〔しょう〕 長頭〔症〕 dolichocephaly／dolichocephalism

ちょうふく〔きのう〕しょうがい 重複〔機能〕障害 multiple impairments disabilities

ちょうふくしょうがいじ しゃ 重複障害児 者 child person with multiple
 

disabilities

ちょうぼう 鳥貌 bird face

ちょくせつせいこつきゅうしゅう 直接性骨吸収 direct bone resorption

ちょくせつふくずい 直接覆髄 direct pulp capping

ちょくちょうおん〔ど〕 直腸温〔度〕 rectal temperature

ちりょうけいかく 治療計画 treatment planning

ちりょうもでる 治療モデル remedial model

ちんきゃっぷ チンキャップ chin cap

ちん せい とやく 鎮 制 吐薬 antiemetic〔agent／drug〕

ちんせいほう 鎮静法 sedation

ちんせいやく 鎮静薬 sedative

ちんつうやく 鎮痛薬 analgesic

つ

ついせきちょうさ 追跡調査 follow-up study

ついまひ 対麻痺 paraplegia

つういん 通院 hospital visit

つういんの 通院の ambulatory／ambulant

つうかく 痛覚 algesia／pain sensation

つうかくいきち 痛覚閾値（疼痛閾値） pain threshold

つうしょしせつ 通所施設 day care institution

つうふう 痛風 gout

つうほう 通法 ordinary method

つえ 杖 cane／stick

つきそい〔しゃ／にん〕 付添〔者／人〕 attendant／sitter

て

であい 出会い encounter

てあしくちびょう 手足口病 hand, foot, and mouth disease

ていい 低位 infraversion

ティーエスディー TSD  TSD（tell-show-do）

ディーエムエフしすう DMF指数 DMF index（decayed,missing,filled
 

index）

ティーエルシー TLC  TLC（tender loving care）

ディーがたかんえん D型肝炎 hepatitis D（delta hepatitis）

ていいし 低位歯 infraversion〔tooth〕

ティーシーエルエーシー T-CLAC  T-CLAC（T Check List for Autistic
 

Children）

ティーチ TEACCH  TEACCH（Treatment and education of
 

autistic and related communication
 

handicapped children）

ティーチぷろぐらむ TEACCHプログラム TEACCH program

ていいにゅうし 低位乳歯 submerged deciduous tooth

ティーりんぱきゅう Tリンパ球 T lymphocyte（T-cell）

ていえいよう 低栄養 undernutrition／malnutrition

ていかんき 低換気 hypoventilation
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ていき〔けんこう〕しんさ（ていきけん

しん）

定期〔健康〕診査(定期健診／定期検診) periodic〔al〕examination／regular
 

examination

でいけあ デイケア（デイサービス） day care

ていけつあつ〔しょう〕 低血圧〔症〕 hypotension

ていけっとうせいこんすい 低血糖性昏睡 hypoglycemic coma

でいさーびす デイサービス（デイケア） day〔care〕service

でいさーびすせんたー デイサービスセンター day-service center／daycare center

ていさんそけつ〔しょう〕 低酸素血〔症〕 hypoxemia

ていさんそ〔しょう〕 低酸素〔症〕 hypoxia

ていじかくきょうか 定時隔強化【心理】 fixed interval reinforcement

ていじきょうか 定時強化【心理】 fixed time reinforcement

ていしゅつ 挺出 extrusion

ていしゅつし 挺出歯 extruded tooth

ていしゅっせいたいじゅうじ 低出生体重児 low birth weight infant

ディジョージしょうこうぐん DiGeorge症候群（第三・第四鰓弓症

候群）

DiGeorge syndrome

ていしんちょうしょう 低身長症 short statue

でぃすたるしゅー ディスタルシュー distal shoe

ていど 程度【障害】 degree／grade／severity

ていはんのうりつぶんかきょうか 低反応率分化強化【心理】 differential reinforcement of low rate

（DRL）

ていほすふぁたーぜしょう 低ホスファターゼ症 hypophosphatasia

ていりん〔さんえん〕〔けっ〕しょう 低リン〔酸塩〕〔血〕症 hypophosphatemia

てきおう 適応 adjustment

てきおうきこう 適応機構 adaptation mechanism

てきおうしょう 適応症 indication

てきおうしょうがい 適応障害 adaptive disorder／adjustment
 

disorder

てきごうせい 適合性（コンパティビリティー） compatibility

てきせい 適性 aptitude

てきせいけんさ 適性検査 aptitude test

〔てき〕ようりょう 〔適〕用量 dose

てたにー テタニー tetany

てつけつぼうせいひんけつ 鉄欠乏性貧血 iron deficiency anemia

デマイヤーしょうこうぐん de Myer症候群（第一・第二鰓弓症候

群）

de Myer syndrome

デュシェンヌがたきんじすとろふぃー Duchenne型筋ジストロフィー

(DMD）

Duchenne muscular dystrophy

てんい 転移 transference【物，精神】／metastasis

（pl.metastases）【疾病，腫瘍】

てんいし 転位歯 displaced malposed／malpositioned

tooth

でんかいしついじょう 電解質異常 electrolyte imbalance abnormality

てんかき 添加期【歯胚】 apposition stage

てんかん 転換【精神】 conversion

てんかん てんかん epilepsy

てんかんじゅうせきじょうたい てんかん重積状態 status epilepticus

てんかんせいいじょうのうは てんかん性異常脳波 epileptic abnormal
 

electroencephalogram

てんかんせいしょうがい 転換性障害 conversion disorder

てんかんほっさ てんかん発作 epileptic seizure

でんきしんだん〔ほう〕 電気診断〔法〕 electrodiagnosis

てんけいせいじょうこうごう 典型正常咬合 typical normal occlusion
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てんざ 転座【染色体】 translocation

てんじ 点字 braille

でんせんせいたんかくしょう 伝染性単核症 infectious mononucleosis

てんそく 塡塞【充塡物】 condensation

でんたつますい〔ほう〕 伝達麻酔〔法〕 conduction anesthesia／

block anesthesia

でんたるふろす デンタルフロス dental floss

でんちゃーぷらーく デンチャープラーク denture plaque

でんてぃんぶりっじ(ひがいこうそしき) デンティンブリッジ（庇蓋硬組織） dentin bridge

てんてき 点滴 drip〔infusion〕

てんてきじょうちゅう 点滴静注（静脈内滴注） intravenous drip〔infusion〕

でんどうくるまいす 電動車椅子 electric wheelchair

てんとうけいれん 点頭けいれん nodding spasm／spasmus nutans

てんとうてんかん（ウエストしょうこ

うぐん）

点頭てんかん（West 症候群） epilepsia nutans／infantile spasm

（West syndrome）

でんどうはぶらし 電動歯ブラシ electric toothbrush

でんぶんたい 電文体 telegram style

てんぽうそう 天疱瘡 pemphigus

てんやく 点訳 translation into braille

と

どうい 同意 consent

どういつせい 同一性 identity

どういつせいしょうがい 同一性障害 identity disorder

どういん 動因【心理】 drive

とうがい 頭蓋 cranium（pl.crania）／skull

とうがいいんとうしゅ 頭蓋咽頭腫 craniopharyngioma

とうがいがんめんいこつしょう（クルー

ゾンしょうこうぐん）

頭蓋顔面異骨症（Crouzon症候群） craniofacial dysostosis

(Crouzon syndrome）

とうがいがんめんのはついく 頭蓋顔面の発育 craniofacial development

とうがいけいそくほう 頭蓋計測法 craniometry

とうがいこつ 頭蓋骨 cranial bones

とうがいこつ〔ほうごうそうき〕ゆごう

しょう

頭蓋骨〔縫合早期〕癒合症（頭蓋縫合早

期骨化症）

craniosynostosis（craniostosis）

とうがいしすう 頭蓋指数 cranial index

とうがいてい 頭蓋底 cranial base

とうがいていかく 頭蓋底角 cranial base angle

とうがいないあつこうしん 頭蓋内圧亢進 increased intracranial pressure／

intracranial hypertension

どうき 動機 motive

どうきづけ 動機づけ motivation

どうぐてきじょうけんづけ 道具的条件づけ【心理】 instrumental conditioning

とうげんびょう 糖原病 glycogenesis／glycogen storage
 

disease（GSD）

とうごう 統合（インテグレーション） integration

とうごうきょういく 統合教育 integrated education

とうこうきょひ 登校拒否 school refusal

とうごうしっちょうしょう 統合失調症 schizophrenia

とうこつどうみゃく 橈骨動脈 radial artery

どうさつ 洞察 insight

とうしがた 闘士型【クレッチマー】 athletic type
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とうじしゃさんか 当事者参加 client participation

どうじじょうけんづけ 同時条件づけ simultaneous conditioning

とうしすう 頭指数 cephalic index

どうしつきょうか 同質強化 homogenous reinforcement

とうだいそうごうせいかくけんさ 東大総合性格検査（TPI） Todai Personality Inventory

とうつう 疼痛 pain

とうつう〔はんのう〕いきち（つうかく

いきち）

疼痛〔反応〕閾値（痛覚閾値） pain threshold

どうてきかぞくびょうがほう 動的家族描画法（KFD） kinetic family drawing

どうてきしょち 動的処置 active treatment

どうとくせい 道徳性 morality

どうにゅう 導入【麻酔】 induction

とうにょうびょう 糖尿病 diabetes〔mellitus〕（DM）

とうにょうびょうせいこんすい 糖尿病性昏睡 diabetic coma

とうにょうびょうせいしにくえん 糖尿病性歯肉炎 diabetic gingivitis

とうにょうびょうせいしんけいしょう

がい

糖尿病性神経障害 diabetic neuropathy

とうにょうびょうせいじんしょう 糖尿病性腎症 diabetic nephropathy

とうにょうびょうせいもうまくしょう 糖尿病性網膜症 diabetic retinopathy

とうぶエックスせんきかくさつえいほ

う

頭部X線規格撮影法 cephalometric radiography／

cephalography

とうぶエックスせんきかくしゃしんし

んだんほう

頭部X線規格写真診断法 cephalometric diagnosis

とうぶこうくつ 頭部後屈 head tilt

どうみゃくかんかいぞんしょう 動脈管開存症 patent ductus arteriosus（PDA）

どうみゃくけつさんそほうわど 動脈血酸素飽和度 arterial oxygen saturation

どうみゃくこうか 動脈硬化 arteriosclerosis

とうめいぞうげしつ 透明象牙質 transparent dentin

とうやく〔ほう〕 投薬〔法〕 medication

とうよ 投与【薬】 administration

とうよりょう 投与量 dose

トウレットしょうがい しょうこうぐ

ん

Tourette障害 症候群 Tourette disorder syndrome

とーきんぐえいど トーキングエイド talking aid

ドーマンほう Doman ドーマン 法 Doman method

とくいさよう 特異作用 specific action

とくいたいしつ 特異体質 idiosyncrasy

とくしゅしんだい 特殊寝台 special bed

とくしゅのうりょく〔の〕しょうがい 特殊能力〔の〕障害 particular skill disability

とくせい 特性 trait

どくせい 毒性 toxicity

とくていしっかん 特定疾患 specified diseases

とくはつせいかくちょうがたしんきん

しょう

特発性拡張型心筋症 idiopathic dilated cardiomyopathy

とくはつせいかんしつせいはいえん

（はいせんいしょう）

特発性間質性肺炎（肺線維症） idiopathic interstitial pneumonia

(IIP）

とくはつせいけっしょうばんげんしょ

うせいしはんびょう

特発性血小板減少性紫斑病 idiopathic thrombocytopenic purpura

(ITP）

とくはつせいけっせんしょう 特発性血栓症 idiopathic thrombosis

とくはつせいだいたいこっとうえし

しょう

特発性大腿骨頭壊死症 idiopathic osteonecrosis of femoral
 

head（ION）

とくはつせいていけっとうしょう 特発性低血糖症 idiopathic hypoglycemia

とくはつせいてんかん 特発性てんかん idiopathic epilepsy
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とくはつせいふくこうじょうせんきの

うていかしょう

特発性副甲状腺機能低下症 idiopathic hypoparathyroidism

とくはつせいもんみゃくあつこうしん

しょう

特発性門脈圧亢進症 idiopathic portal hypertension（IPH）

とくはつせいりょうそくせいかんおん

なんちょう

特発性両側性感音難聴 idiopathic bilateral sensorineural
 

hearing loss

とくべつしえんきょういく 特別支援教育 special needs education

とくべつようごろうじんほーむ 特別養護老人ホーム special nursing home for the elderly

とくれいきょかろうじんびょういん 特例許可老人病院 special function geriatric hospital

とつがた 凸型 convex type

とつがたがんぼう 凸型顔貌（コンベックス型顔貌） convex face

とつぜんへんい 突然変異 mutation

とっぱつせいなんちょう 突発性難聴 sudden deafness

とらうま トラウマ（心的外傷） psychic trauma

ドランゲしょうこうぐん de Lange症候群（→ Brachmann-de
 

Lange症候群）

Cornelia de Lange syndrome

とりそみー トリソミー trisomy

トリッチャーコリンズしょうこうぐん Treacher Collins症候群 Treacher Collins syndrome

どりょくはいかつりょう 努力肺活量 forced vital capacity

とれーにんぐ トレーニング（訓練） training

とろんぼてすと トロンボテスト thrombo test

な

なーしんぐほーむ ナーシングホーム nursing home

ないいんせい 内因性 endogenous／endogenic

ないがいびとっき 内外鼻突起 anterior naris

ないがんかくぜいひ 内眼角贅皮 epicanthus

ないこうせい 内向性 introversion

ないじかいそうじゅつ 内耳開窓術 fenestration

ないしろう 内歯瘻 internal dental fistula

ないせい 内省 introspection

ないせいし 内制止 internal inhibition

ないぞう〔きのう〕しょうがい 内臓〔機能〕障害 visceral splanchnic impairment

ないてきえいきょう 内的影響【ICF】 internal influence

ないとけあじぎょう ナイトケア事業 night care service

ないはいよう 内胚葉 endoderm

ないはつてきどうきづけ 内発的動機づけ intrinsic motivation

ないびとっき 内鼻突起 nasomedial processes

ないぶきゅうしゅう 内部吸収 internal resorption

ないぶしょうがい 内部障害 internal impairment

ないめんか 内面化 internalization

なき 泣き crying

なまわくちん 生ワクチン live vaccine

なれ 慣れ habituation

なろきそん ナロキソン naloxone

なんかぞうげしつじょきょ 軟化象牙質除去 excavation of softened dentin

なんご 喃語 babble

なんこう 軟膏 ointment

なんこうがい 軟口蓋 soft palate

なんこうがいれつ 軟口蓋裂 soft palate cleft
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なんこつけいせいふぜん〔しょう〕（な

んこついけいせい〔しょう〕）

軟骨形成不全〔症〕（軟骨異形成〔症〕） chondrodysplasia

なんこつぶせいちょう 軟骨部成長 cartilage growth

なんこつむけいせいしょう 軟骨無形成症 achondroplasia

なんしょく 軟食 semi-fluid food diet

ナンスのほていそうち Nance ナンス の保定装置 Nance holding arch

なんそしきそくぼうぶんせき 軟組織側貌分析 soft tissue analysis

なんちせいてんかん 難治性てんかん intractable epilepsy

なんちせいねふろーぜしょうこうぐん 難治性ネフローゼ症候群 intractable nephrotic syndrome

なんちょう 難聴 hearing impairment loss

なんびょう 難病 incurable intractable disease

に

にーど（にーず） ニード（ニーズ） need〔s〕

にーどひょうか ニード評価 needs assessment

ニーマンピックびょう Niemann-Pick病（スフィンゴミエリ

ンリピドーシス）

Niemann-Pick disease

(sphingomyelin lipidosis）

にかるじぴん ニカルジピン nicardipine

にきゅうしょうこうぐん 級症候群 class  syndrome

にくげしゅ 肉芽腫 granuloma

にくげそしき 肉芽組織 granulation tissue

にごぶん 二語文 two-word sentence

にさんかたんそ（たんさんがす） 二酸化炭素（炭酸ガス） carbon dioxide

にじいりょうきかん 二次医療機関 secondary medical care service

にじかりえす うしょく 二次カリエス 齲蝕 secondary caries

にじこうがいとっき 二次口蓋突起 secondary palatal process

にじこうがいれつ 二次口蓋裂 cleft of secondary palate

にじしょうがい 二次障害（続発症／継発症） deuteropathy

にじせいじんえん 二次性腎炎 secondary nephritis

にじせいてんかん 二次性てんかん secondary epilepsy

にじてききょうか 二次的強化 secondary reinforcement

にじてきはんか 二次的般化 secondary generalization

にちじょうせいかつどうさ 日常生活動作 activities of daily living（ADL）

にとろぐりせりん ニトログリセリン nitroglycerin

にふぇじぴん ニフェジピン nifedipine

にふぇじぴんしにくぞうしょくしょう ニフェジピン歯肉増殖症 nifedipine gingival hyperplasia

にぶんせきつい（せきついひれつ） 二分脊椎（脊椎披裂） spina bifida

にほんばんジーエッチキューせいしん

けんこうちょうさひょう

日本版GHQ精神健康調査票 Japanese Version of the General
 

Health Questionnaire

にほんばんミラーようじはったつすく

りーにんぐけんさ

日本版Miller ミラー 幼児発達スク

リーニング検査（JMAP）

Japanese Version of Miller
 

Assessment for Preschoolers

にゅういんかんじゃ 入院患者 inpatient／hospital patient

にゅういんしかちりょう 入院歯科治療 inpatient dental care／dental treat-

ment under hospitalization

にゅうし 乳歯 primary tooth／deciduous tooth

にゅうじ 乳児 infant／nursing infant

にゅうじがたえんげ 乳児型嚥下 infantile swallowing

にゅうじき 乳児期 infancy

にゅうしこうごう 乳歯咬合 occlusion of deciduous tooth

にゅうしそうきそうしつ 乳歯早期喪失 premature early loss of deciduous
 

tooth
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にゅうじとつぜんししょうこうぐん 乳児突然死症候群 sudden infant death syndrome

（SIDS）

にゅうしばんきざんぞん 乳歯晩期残存 prolonged retention of deciduous
 

tooth

にゅうしほうしゅつき 乳歯萌出期 eruption stage of primary tooth

にゅうしようきせいかん 乳歯用既製冠 preformed crown for primary tooth
 

restoration

にゅうしれつ 乳歯列 primary dentition／

deciduous dentition

にゅうしれつき 乳歯列期 primary dentition period

にゅーよーくしんぞうびょうがっかい

のしんきのうぶんるい

ニューヨーク心臓病学会（NYHA）の

心機能分類

classification of cardiac function by
 

the New York Heart Association

（NYHA）

にゅうよくほじょようぐ 入浴補助用具 bathing aid

にゅーろん ニューロン neuron

にょう 尿 urine

にょうけんさ 尿検査 urinalysis

にょうしっきん（しっきん） 尿失禁（失禁） incontinentia／urinary incontinence

にょうとうふたいしょう 乳糖不耐症 lactose intolerance

にょうどくしょう 尿毒症 urinemia

にょうの 尿の urinary

にょうほうしょう 尿崩症 diabetes insipidus

にんさんぷ 妊産婦 pregnant and parturient woman

にんしん 妊娠 pregnancy

にんち 認知 cognition

にんちかがく 認知科学 cognitive science

にんちき（せんこうき） 認知期（先行期） anticipatory stage

にんちしょう 認知症 dementia

にんちしょうろうじん 認知症老人 demented elderly

にんちしんりがく 認知心理学 cognitive psychology

にんちりょうほう 認知療法 cognitive therapy

にんちりろん 認知理論 cognitive theory

ぬ

ヌーナンしょうこうぐん Noonann症候群 Noonann syndrome

ね

ねおすちぐみん ネオスチグミン neostigmine

ねこなきしょうこうぐん ネコなき症候群（→ 5p-症候群） cat cry syndrome（→ 5p syndrome）

ねこひっかきびょう ネコひっかき病 cat-scratch disease

ねたきりぜろへのじゅっかじょう 寝たきりゼロヘの十か条【1994】 Ten Rules for Zero Bedridden Elderly

ねたきりの 寝たきりの bedridden／bedbound

ねたきりろうじん 寝たきり老人 bedfast elderly／bedridden elderly／

bedbound elderly

ねたきりろうじんぜろさくせん 寝たきり老人ゼロ作戦【1990】 Strategy for Zero Bedridden Elderly

ねつ 熱 heat

ねぶらいざー ネブライザー（噴霧器） nebulizer

ねふろーぜしょうこうぐん ネフローゼ症候群 nephrotic syndrome

ねんきん 年金 pension
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ねんてん 捻転 rotation

ねんまくかこうがいれつ 粘膜下口蓋裂 submucous cleft

ねんれい 年齢 age

の

のうけっかんしょうがい 脳血管障害 cerebrovascular disorder／

cerebrovascular disease

のうけっかんせいにんちしょう 脳血管性認知症 cerebrovascular dementia

のうけっかんほっさ 脳血管発作 cerebrovascular accident

のうけっせんしょう 脳血栓症 cerebral thrombosis

のうこうそく 脳梗塞 cerebral infarction／brain infarction

のうこうりゅうどうしょくひん 濃厚流動食品 concentrated fluid food

のうし 脳死 brain cerebral death

のうしつふくくうたんらくじゅつ 脳室腹腔短絡術 ventriculo-peritoneal（V-P）shunt

のうしゅっけつ 脳出血 intracerebral hemorrhage

のうしゅよう 脳腫瘍 brain tumor

のうせいまひ 脳性麻痺 cerebral palsy（CP）

のうそくせんしょう 脳塞栓症 cerebral embolism

のうそっちゅう 脳卒中 apoplectic ictus／stroke／

cerebral apoplexy

のうど 濃度 concentration

のうとうがい〔ぶ〕 脳頭蓋〔部〕 neurocranium

のうどうてきこうごうゆうどう 能動的咬合誘導 active denture guidance

のうどうゆそう 能動輸送 active transport

のうは 脳波 electroencephalogram（EEG）

のうほうせいかんせん 膿疱性乾癬 pustular psoriasis

のうりょく 能力 ability／capacity【ICF】

のうりょくしょうがい 能力障害 disability

のうりょくひょうかひょう 能力評価表 capacity assessment diagram

のーまらいぜーしょん のーまりぜー

しょん

ノーマライゼーション ノーマリゼー

ション

normalization

ノラのせっかいかねんれい Nolla ノラ の石灰化年齢 Nolla calcification age

のるえぴねふりん ノルエピネフリン norepinephrine

は

ば 場 field

ぱーきんそにずむ パーキンソニズム parkinsonism

ぱーきんそんしょうこうぐん パーキンソン症候群 parkinsonian syndrome

パーキンソンびょう Parkinson パーキンソン 病 Parkinson disease

はあくはんしゃ 把握反射 grasping reflex

バークレーのエフシーようえき Buckley バークレー のFC溶液 Buckley formula of formocresol

バージャー ビュルガー びょう（へい

そくせいけっせんけっかんえん）

Burger バージャー／ビュルガー

病（閉塞性血栓血管炎）

Burger disease

(thromboangiitis obliterans）

ぱーとたいまー パートタイマー part-time worker

ハーラーしょうこうぐん Hurler症候群 Hurler syndrome

はい 肺 lung

はいえん 肺炎 pneumonia

ばいおふぃーどばっく バイオフィードバック biofeedback

ばいおふぃるむ バイオフィルム biofilm
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ばいおりずむ バイオリズム biorhythm

はいかつりょう 肺活量 vital capacity

はいがん 肺癌 lung cancer

はいきしゅ 肺気腫 pulmonary emphysema

はいきのうけんさ 肺機能検査 pulmonary function test

はいけいいんし 背景因子【ICF】 contextual factors

はいけいせい 胚形成 embryogenesis

はいけっかく 肺結核 pulmonary tuberculosis

はいけつしょう 敗血症 sepsis

はいこうけつあつ〔しょう〕 肺高血圧〔症〕 pulmonary hypertension

はいこうてきこうどう 背向的行動 abient behavior

はいじゅんかん 肺循環 pulmonary circulation

はいしょくさーびす 配食サービス meals on wheel

はいすいしゅ 肺水腫 pulmonary edema

はいせいしん 肺性心 cor pulmonale

はいせつ 排泄 excretion／elimination

はいせんいしょう 肺線維症 pulmonary fibrosis

ばいたるさいん バイタルサイン vital signs

はいどうみゃくへいさ〔しょう〕 肺動脈閉鎖〔症〕 pulmonary artery atresia

はいどうみゃくべん 肺動脈弁 pulmonary valve

はいどうみゃく〔べん〕きょうさく

〔しょう〕

肺動脈〔弁〕狭窄〔症〕 pulmonary stenosis（PS）

はいどうみゃくべんへいさふぜん

〔しょう〕

肺動脈弁閉鎖不全〔症〕 pulmonary insufficiency

ばいどく 梅毒 syphilis／lues

ばいとぶろっく バイトブロック bite block

はいにょうこんなん 排尿困難 dysuria

はいにょうしょうがい 排尿障害 urinary disturbance

はいのう 排膿 pus discharge

はいべんこんなん 排便困難 dyschezia

はいほう 肺胞 alveolaus（pl. alveoli）

ばいようしけん 培養試験 culture examination／culture test

はいようしょうこうぐん 廃用症候群 disuse syndrome

はいようせいいしゅく 廃用性萎縮 disuse atrophy

ばうむてすと バウムテスト（樹木画テスト） The Tree Test

はきけ（おうけ） 吐き気（嘔気） nausea

はぎしり 歯ぎしり（ブラキシズム） bruxism

はくじょう 白杖 white cane

はくだつ 剥奪（遮断） deprivation

はくないしょう 白内障 cataract

はくり 剥離 ablation／abruption／

avulsion

はこつさいぼう 破骨細胞 osteoclast

はこにわりょうほう 箱庭療法 sandplay technique therapy

はしさいぼう 破歯細胞 odontoclast

はしもとびょう 橋本病 Hashimoto disease

はしゅせいけっかんないぎょうこしょ

うこうぐん

播種性血管内凝固症候群（DIC） disseminated intravascular
 

coagulation

ばしょがくしゅう 場所学習 place learning

ばずせっしょん バズ・セッション buzz session

バスほう Bass バス 法【歯磨き】 Bass method

はせがわしきかんいちのうひょうかす

けーる

長谷川式簡易知能評価スケール Hasegawa dementia scale
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バセドウびょう Basedow バセドウ 病 Basedow disease

ぱたーなりずむ パターナリズム paternalism

はちまるにいまるうんどう 8020運動 eighty-twenty movement

ばつ 罰 punishment

はついく 発育 development

はついくくうげき 発育空隙 developmental space

はつおんしょうがい 発音障害 speech difficulty／

pronunciation disorder

はっかん 発汗 sweating／hidropoiesis／perspiration

ばっかん 抜管【麻酔】 extubation

はっかんせいがいはいようけいせいい

じょうしょう

発汗性外胚葉形成異常症 hidrotic ectodermal dysplasia

ばっきんぐ バッキング【著明な咳運動】 bucking

ばっくぐらうんどみゅーじっく バックグラウンド・ミュージック background music

はっけっきゅう 白血球 white blood cell／leukocyte

はっけつびょう 白血病 leukemia

はっけつびょうせいさいもうないひ

しょう

白血病性細網内皮症 leukemic reticuloendotheliosis

ばつずい〔ほう〕 抜髄〔法〕 pulpectomy

はっせいがく 発生学 embryology

はったつ 発達 development

はったつかだい 発達課題 developmental task

はったつけんさ 発達検査 developmental test

はったつしすう 発達指数 developmental quotient（DQ） index

はったつしょうがい 発達障害 developmental disability disorder

はったつしんりがく 発達心理学 developmental psychology

はったつだんかい 発達段階 developmental stage

はったつねんれい 発達年齢 developmental age（DA）

ハッチンソンギルフォードしょうこう

ぐん

Hutchinson-Gilford症候群【早老症】 Hutchinson-Gilford syndrome

バッドキアリしょうこうぐん Budd-Chiari症候群 Budd-Chiari syndrome

はつねつ 発熱 fever

はつわ〔きのう〕しょうがい 発話〔機能〕障害 impairment of speech

はつわこうい 発話行為 speech act

ぱにっく パニック panic

はのいどう 歯の移動 tooth movement

はのかんにゅう 歯の嵌入 intrusion of the tooth

はのこうもう 歯の咬耗 dental attrition

はの しが ふっそしょう 歯の 歯牙 フッ素症 dental fluorosis

はのしょういどう 歯の小移動 minor tooth movement

はのしんしょく 歯の侵蝕 dental erosion／erosion of tooth

はのせっかいか 歯の石灰化 tooth calcification

はのだっきゅう 歯の脱臼 tooth luxation

はのだつらく 歯の脱落 tooth shedding

はのどうよう 歯の動揺 tooth mobility

はのはせつ 歯の破折 tooth fracture

はのへんしょく 歯の変色 discoloration of tooth

はのまもう 歯の摩耗 tooth abrasion wear

ぱのらまさつえいほう パノラマ撮影法 panoramic radiography

ははおやきょうしつ 母親教室 mothers’class

ははおやはくだつ 母親剥奪 maternal deprivation

パピヨンルフェーブルしょうこうぐん Papillon-Lefevre症候群 Papillon-Lefevre syndrome

バビンスキーはんしゃ Babinski バビンスキー 反射 Babinski reflex
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はみがき 歯磨き tooth brushing

はみがきのじりつ 歯磨きの自立 independence of tooth brushing

ぱらとぐらむ パラトグラム palatogram

ばらんすのとれたたいど バランスのとれた態度 balanced attitude

ばりあふりー バリアフリー barrier free

ばりあふりーせっけい バリアフリー設計 barrier free design

ぱるすおきしめーたー パルスオキシメーター pulseoximeter

ばるびつれいと バルビツレイト barbiturate

ばるぷろさんなとりうむ バルプロ酸ナトリウム sodium valproate

ハレルマンシュトライフしょうこうぐん Hallermann-Streiff症候群 Hallermann-Streiffsyndrome

はろたん ハロタン halothane

はんか 般化 generalization

ばんきざんぞん 晩期残存【乳歯】 prolonged retention

はんきょうげんご 反響言語（オウム返し） echolalia

はんげんき 半減期 half-life

はんこうき 反抗期 negative period／negativistic age／

rebellious age

ばんこまいしんたいせいちょうきゅう

きん

バンコマイシン耐性腸球菌（VRE） vancomycin-resistant enterococcus

（VRE）

はんこんじょうけんづけ 瘢痕条件づけ trace conditioning

はんこんすい 半昏睡 semicoma

はんしゃ 反射 reflex

はんしゃかいてきこうどう 反社会的行動 antisocial behavior

はんしゃかいてきじんかく 反社会的人格 antisocial personality

はんしゃてんかん 反射てんかん reflex epilepsy

はんしゃよくせいたいい しせい 反射抑制体位 姿勢 reflex inhibiting posture

はんじょうし 斑状歯 mottled tooth

はんすう 反芻 rumination

はんすうちしのうど（エルシー50） 半数致死濃度（LC50） 50% median lethal concentration

はんすうちしりょう（エルディー50） 半数致死量（LD50） 50% median lethal dose

はんすうゆうこうりょう 半数有効量（ED50） 50% median effective dose

ばんせいいでん 伴性遺伝（→X連鎖性遺伝） sex-linked inheritance

ばんせいゆうせいいでん 伴性優性遺伝 sex-linked dominant inheritance

ばんせいれっせいいでん 伴性劣性遺伝 sex-linked recessive inheritance

はんそう 搬送 transportation

はんそくせいひだいしょう 半側性肥大症 hemihypertrophy

ハンターしょうこうぐん Hunter症候群 Hunter syndrome

はんたいこうごう 反対咬合 reversed occlusion

はんたいじょうけんづけ 反対条件づけ counterconditioning

はんたいてんい 反対転移 countertransference

ハンチントン ぶとう びょう Huntington 舞踏 病 Huntington chorea disease

はんどおーばーまうすほう ハンド・オーバー・マウス法 hand-over-mouth technique／HOM
 

technique

ハンドシューラークリスチャンびょう Hand-Schuller-Christian病 Hand-Schuller-Christian disease

ばんどるーぷほげきそうち バンドループ保隙装置 band loop space maintainer

はんのう 反応 reaction／response

はんのうじかん 反応時間 reaction time

はんのうはんか 反応般化 response generalization

はんぷく 反復 rehearsal

はんほうしゅつ 半萌出 partial eruption

はんらんほう 氾濫法（フラッディング）【心理】 flooding technique
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ひあんじせい 被暗示性 suggestibility

ビーがたかんえん B型肝炎 hepatitis B

ピーティー PT（理学療法士） physiotherapist

ビーユーエヌ BUN  blood urea nitrogen

ビーりんぱきゅう Bリンパ球 B lymphocyte（B cell）

びいんとう（けいび）えあうぇい 鼻咽頭（経鼻）エアウェイ nasopharyngeal airway

ピエールロバンしょうこうぐん Pierre Robin症候群 Pierre Robin syndrome

ひえんじょしゃ 被援助者（対象者） client

ひがいこうそしき 庇蓋硬組織（デンティンブリッジ） dentin bridge

ひがいとう 非該当【ICF】 not applicable

ひがえりがいらいぜんしんますいしか

ちりょう

日帰り外来全身麻酔歯科治療 outpatient dental treatment under
 

day-stay general anesthesia／dental
 

treatment under day case anesthesia

びかてん 鼻下点 subnasale

ひかとうよ 皮下投与 subcutaneous administration

ひかりかびんせいてんかん 光過敏性てんかん photosensitive epilepsy

ひかんけつてきもにたー かんし 非観血的モニター 監視 noninvasive monitoring

ひぎゃくたいじ 被虐待児 abused child／battered child

ひぎゃくたいじしょうこうぐん 被虐待児症候群 battered child syndrome

ひきょうりょく〔な〕 非協力〔な〕 incooperative

ひげんごせいけんさ 非言語性検査 nonverbal test

ひげんご〔せい〕こみゅにけーしょん 非言語〔性〕コミュニケーション nonverbal communication

ひこう 肥厚（過形成） hyperplasia

びこう 鼻高【セファログラム】 nasal height／nasion-subnasale

びさいのうきのうしょうがい（びさい

のうそんしょう）

微細脳機能障害（微細脳損傷）（→注

意欠陥多動性障害）

minimal brain dysfunction damage

（MBD）

ひしじてきかうんせりんぐ 非指示的カウンセリング nondirective counseling

ひしじてき〔せいしん〕りょうほう 非指示的〔精神〕療法 nondirective therapy

びじゅう 鼻汁 nasal drip／nasal flow

びしょうか 鼻小窩 nasal pit

ひすたみん ヒスタミン histamine

ひすちおさいとーしすエックス ヒスチオサイトーシスX  histiocytosis X

ひすてりー ヒステリー（→転換性障害） hysteria

ひすてろいどけいこうえんしょうやく 非ステロイド系抗炎症薬 non-steroidal antiinflammatory
 

drugs（NSAIDs）

びぜんとうとっき 鼻前頭突起 nasofrontal process

ひだいがたしんきんしょう 肥大型心筋症 hypertrophic cardiomyopathy

(HCM)

ひたいしょう 非対称 asymmetry

ひたいしょうせいきんちょうせいけい

はんしゃ

非対称性緊張性頸反射 asymmetrical tonic neck reflex

(ATNR）

びたみんディーていこうせいくるびょう ビタミンD抵抗性クル病 vitamin D resistant rickets

ひたん 悲嘆 affliction／distress／grief／mourning

ひだんといん ヒダントイン hydantoin

ひちあのーぜぐん 非チアノーゼ群 acyanotic group

びっくりはんしゃ びっくり反射（驚愕反射） startle reflex

ひつようしれつきゅうちょう 必要歯列弓長 required arch length

ひてい 否定 contradiction／negation／denial

ひていけいじへいしょう 非定型自閉症 atypical autism
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ひていてきそくめん 否定的側面【ICF】 negative aspect

びとっき 鼻突起 nasal process

ひとティーさいぼうはっけつびょううい

るす

ヒトT細胞白血病ウイルス（HTLV） human T-cell leukemia virus（HTLV）

ひとティーさいぼうりんぱしゅうい

るす

ヒトT細胞リンパ腫ウイルス（HTLV） human T-cell lymphoma virus（HTLV）

ひとめんえきふぜんういるす ヒト免疫不全ウイルス（HIV） human immunodeficiency virus

ひとりぐらしろうじん 一人暮らし老人 aged elderly person living alone

ひないはんのうしけん 皮内反応試験 intradermal test

ひにん 否認 disavowal／denial

ひばくしゃ 被爆者 〔atomic〕bomb survivor victim

びばん 鼻板 nasal placodes

ひはんのうそくていほう 非反応測定法 non-reactive research

ひふおん〔ど〕 皮膚温〔度〕 skin temperature／

cutaneous temperature

ひふきんえん 皮膚筋炎 dermatomyositis

ひふしんけいしょう 皮膚神経症 dermatoneurosis

ひふねんまくりんぱせつしょうこうぐん 皮膚粘膜リンパ節症候群（川崎病） mucocutaneous lymph node syndrome

（MCLS）（Kawasaki disease）

ひホジキンりんぱしゅ 非Hodgkin ホジキン リンパ腫 non-Hodgkin lymphoma

ひまん〔しょう〕 肥満〔症〕 obesity

びまんせいはんさいきかんしえん びまん性汎細気管支炎 diffuse panbronchioltis（DPB）

ひまんていかんきしょうこうぐん 肥満低換気症候群 obesity hypoventilation syndrome

（OHS）

ひよう 費用 cost

びょういんしか〔いりょう〕 病院歯科〔医療〕 hospital dentistry

ひょうか 評価 evaluation

ひょうかてん 評価点【ICF】 qualifier

ひょうしゅつ 表出 expression

ひょうじゅんへんさ 標準偏差 standard deviation（SD）

ひょうじゅんへんさずひょう 標準偏差図表 chart for standard deviation

ひょうしょう 表象【心理】 representation

ひょうじょう 表情 expression

びょうそうかんせん 病巣感染 focal infection

ひようちょうしゅう 費用徴収（請求） charging

びょうてききゅうしゅう 病的吸収 pathological resorption

びょうどう 平等 equality

ひょうひすいほうしょう 表皮水疱症 epidermolysis bullosa（EB）

ひょうめんますい〔ほう〕 表面麻酔〔法〕 surface anesthesia／

topical anesthesia

ひよりみかんせんしょう 日和見感染症 opportunistic infection

びらん びらん erosion

びりるびん ビリルビン bilirubin

ひろう 疲労 fatigue

ひんけつ 貧血 anemia

ひんみゃく 頻脈 tachycardia

ふ

ファブリーびょう Fabry病 Fabry disease

ファローしちょうしょう Fallot 四徴症 tetralogy of Fallot（TOF）

ふあん 不安 anxiety
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ファンコーニしょうこうぐん Fanconi症候群 Fanconi syndrome

ふあんていきょうしんしょう 不安定狭心症 unstable angina

ブイじがたしれつきゅう V字型歯列弓 V-shaped dental arch

フィッシャーしょうこうぐん Fisher症候群 Fisher syndrome

ふうしん 風疹 German measles／rubella

ふうしんしょうこうぐん 風疹症候群 rubella syndrome

ふぇにといん フェニトイン phenytoin

ふぇにといんしにくぞうしょくしょう フェニトイン歯肉増殖症 phenytoin-induced gingival
 

hyperplasia

ふぇにるけとんにょうしょう フェニルケトン尿症 phenylketonuria

ふぇのばるびたーる フェノバルビタール phenobarbital

ふぇりぷれしん フェリプレシン felypressin

ふぇんたにる フェンタニル fentanyl

ふおうせいひんけつ 不応性貧血 refractory anemia

フォンヴィレブランドびょう von Willebrand病 von Willebrand disease

ふぉんずほう フォンズ法【歯磨き】 Fones method

フォンレックリングハウゼンびょう

（たはつせいしんけいせんいしゅし

ょう１がた）

von Recklinghausen病（多発性神経

線維腫症１型）

von Recklinghausen disease

(neurofibromatosis type 1）

ふかつ 賦活 activation

ふかんぜんしんれつ 不完全唇裂 incomplete cleft lip

ふくこうかんしんけい〔さどう〕せい 副交感神経〔作動〕性 parasympathomimetic

ふくこうじょうせんきのうていかしょう 副甲状腺機能低下症 hypoparathyroidism

ふくごう〔たい〕 複合〔体〕（コンプレックス） complex

ふくざつほっさ 複雑発作 complex seizures

ふくし 福祉 welfare

ふくしいがく 福祉医学 welfare medical science

ふくしきき 福祉機器 welfare equipment

ふくしきこきゅう 腹式呼吸 abdominal breathing respiration

ふくしきだんせん 複式弾線 double spring

ふくしけん 福祉権 welfare rights

ふくしこうがく 福祉工学 welfare engineering

ふくししせつ 福祉施設 welfare facility institution

ふくしじむしょ 福祉事務所 social welfare office

ふくししゃかい 福祉社会 welfare society

ふくしせんもんしょく 福祉専門職 professional social workers

ふくしろっぽう 福祉六法 Six Basic Welfare Laws

ふくじんせいきしょうこうぐん 副腎性器症候群 adrenogenital syndrome（AGS）

ふくじんはくしつじすとろふぃー 副腎白質ジストロフィー adrenoleukodystrophy（ALD）

ふくじんひしつきのうていか《ふぜ

ん》しょう

副腎皮質機能低下《不全》症

(Addison病）

hypocorticoidism／

adrenocortical insufficiency

ふくじんひしつしげきほるもん 副腎皮質刺激ホルモン adrenocorticotropic hormone

(ACTH）

ふくじんひしつほるもん 副腎皮質ホルモン adrenocortical hormone／corticoid

ふくつう 腹痛 abdominal pain

ふくやまがたせんてんせいきんじすと

ろふぃー

福山型先天性筋ジストロフィー Fukuyama type congenital muscular
 

dystrophy（FCMD）

ふけついき 不潔域 uncleansable area

ふけつせいうしょく 不潔性齲蝕 neglected caries

ふけつせいしにくえん 不潔性歯肉炎 filth gingivitis

ふけんせいろずい 不顕性露髄 inapparent pulp exposure

ふじょ 扶助 assistance

ふずいいうんどう 不随意運動 involuntary movement
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ふせいこうごう 不正咬合 malocclusion

ふせいみゃく 不整脈 arrhythmia

ふちゃくしにく 付着歯肉 attached gingiva

ふっかじあんみんぎんようえき フッ化ジアンミン銀溶液 diammine silver fluoride solution

ふっかなとりうむようえき フッ化ナトリウム溶液 sodium fluoride solution／

NaF solution

ふっかぶつ フッ化物 fluoride

ふっかぶつてんか フッ化物添加 fluoridation

ふっかぶつのきょくしょとふ フッ化物の局所塗布 topical application of fluoride

ふっそあぱたいと フッ素アパタイト fluorapatite

ふっそしょう フッ素症 fluorosis

ふてきおうこうどう 不適応行動 maladaptive maladjusted behavior

ふてきごう 不適合 incongruity

ふどうこてい 不動固定 stationary anchorage

ぶどうとう ブドウ糖 glucose

ぶどうとうふかしけん ブドウ糖負荷試験 glucose tolerance test（GTT）

ぶとるふぁのーる ブトルファノール【麻酔】 butorphanol

ふのきょうか 負の強化 negative reinforcement

ふのじゅんのう 負の順応 negative adaptation

ぶぶんきょうか 部分強化 partial reinforcement

ぶぶん〔せい〕むししょう 部分〔性〕無歯症 hypodontia／oligodontia

ぶぶんてんかん 部分てんかん partial epilepsy

ぶぶんほっさ 部分発作 partial seizure

ふゆうどう 負誘導 negative induction

ぷらーくこんとろーる プラークコントロール plaque control

ぷらーくこんとろーるれこーど プラークコントロールレコード

(PCR）【O’Learly】

plaque control record

ぷらーくしすう プラーク指数（PI）【Sileness and Loe】 plaque index

ぷらいまりへるすけあ プライマリ・ヘルスケア primary health care

ぷらいまりけあ プライマリケア primary care

ぶらいんでぃずむ ブラインディズム blindism

ぶらきしずむ ブラキシズム（歯ぎしり） bruxism

ぶらけっと ブラケット bracket

ぶらじきにん ブラジキニン bradykinin

ぶらっくぼっくす ブラック・ボックス black box

ブラックマンドランゲしょうこうぐん Brachmann-de Lange症候群 Brachmann-de Lange syndrome

ぶらっしんぐ ブラッシング（歯磨き） tooth brushing

ぶらっしんぐほう ブラッシング法 tooth brushing method

ふらっでぃんぐ フラッディング（氾濫法）【心理】 flooding technique

プランマーヴィンソンしょうこうぐん Plummer-Vinson症候群 Plummer-Vinson syndrome

ふりょうしゅうへき 不良習癖（悪習癖） bad corrupt habit

ふりょうしゅうへきじょきょそうち 不良習癖除去装置 habit breaker

ブルームしょうこうぐん Bloom症候群 Blooms syndrome

ふるえ ふるえ（振戦） tremor【疾病他】／shivering【寒冷】

ふるにとらぜぱむ フルニトラゼパム flunitrazepam

ふるまぜにる フルマゼニル flumazenil

ぶれおまいしん ブレオマイシン bleomycin

ブローカしつご（うんどうせいしつご） Broca ブローカ 失語（運動性失語） Broca aphasia（motor aphasia）

ふろーるあぱたいと フロールアパタイト（→フッ素アパタ

イト）

fluorapatite

ぷろすたぐらんじん プロスタグランジン prostaglandin

ぶろっきんぐ ブロッキング blocking

ふろっしんぐ フロッシング flossing
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ブロッホザルツバーガーしょうこうぐ

ん

Bloch-Sulzberger症候群（色素失調症) Bloch-Sulzberger syndrome

(incontinentia pigmenti）

ぷろとろんびんじかん プロトロンビン時間 prothrombin time（PT）

ぷろぴとかいん プロピトカイン propitocaine

ぷろぷらのろーる プロプラノロール propranolol

ぷろぽふぉーる プロポフォール propofol

ぶんか 分化 differentiation

ふんじかんきりょう 分時換気量 minute volume／respiratory minute
 

volume

ぶんぴつ 分泌 secretion

ぶんりふあん 分離不安 separation anxiety

へ

へいかつめんうしょく 平滑面齲蝕 smooth surface caries

へいきんけつあつ 平均血圧 mean blood pressure

へいきんせいちょう 平均成長 average growth

へいこうもけい 平行模型 paralleling model

へいさがたしれつきゅう 閉鎖型歯列弓 close type dental arch／closed type
 

dentition

へいそくせいかんきしょうがい 閉塞性換気障害 obstructive ventilatory impairment

へいそくせいけっせんせいけっかんえ

ん

閉塞性血栓性血管炎（Burger病） thromboangiitis obliterans

へいそくせいすいじんしょう 閉塞性水腎症 obstructed hydronephrosis

へいれつすけじゅーる 並列スケジュール concurrent schedule

ぺーすめーかー ペースメーカー pacemaker

ベータしげきやく β刺激薬 β-stimulant

ベータしゃだんやく β遮断薬 β-blocker

ベーチェットびょう Beçhet ベーチェット 病 Beçhet disease

べくろにうむ ベクロニウム vecuronium

ベックウィズヴィーデマンしょうこう

ぐん

Beckwith-Wiedemann症候群 Beckwith-Wiedemann syndrome

へっどぎあ（とうぶほごぼう） ヘッドギア（頭部保護帽） headgear

ベドナーあふた Bednar ベドナー アフタ Bednar aphthae

へぱりん ヘパリン heparin

へまとくりっとち ヘマトクリット値 hematocrit（Ht）

へもぐろびん ヘモグロビン hemoglobin

へもぐろびんエー1シー ヘモグロビンA1c  hemoglobin A1c

べらどんなざい ベラドンナ剤 belladonna drug

べらぱみる ベラパミル verapamil

ベリルのさいん Verrill ベリル のサイン Verrill sign

ぺるおきしそーむびょう ぺルオキシソーム病 peroxisome disease

へるしんきせんげん ヘルシンキ宣言 Helsinki Declaration

ヘルトウィッヒじょうひしょう Hertwig ヘルトウィッヒ 上皮鞘 Hertwig epithelial sheath

へるぱんぎーな ヘルパンギーナ herpangina

へるぺす（ほうしん） ヘルぺス（疱疹） herpes

へるぺすせいこうないえん ヘルぺス性口内炎 herpetic stomatitis

ベルまひ Bell ベル 麻痺 Bell palsy

ヘルマンのしねんれい Hellman ヘルマン の歯年齢 Hellman dental age

へんけいせいかんせつしょう 変形性関節症 osteoarthritis（OA）

へんけいせいきんじすとにあ 変形性筋ジストニア dystonia musculorum deformans

へんけん 偏見 prejudice
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へんじかくきょうか 変時隔強化 variable interval reinforcement

へんじきょうか 変時強化 variable time reinforcement

へんしょく 偏食 biased nutrition／deviated food
 

habit／unbalanced diet

へんしんこうごう 偏心咬合 eccentric occlusion

へんそくせいこうしんれつ 片側性口唇裂 unilateral cleft lip

へんそくせいしんがくこうがいれつ 片側性唇顎口蓋裂 unilateral cleft lip and palate

べんぞじあぜぴん ベンゾジアゼピン benzodiazepine

べんちかんじゅつ 弁置換術 cardiac valve replacement

へんどうきょうか 変動強化【心理】 variable reinforcement

べんぴ 便秘 constipation

べんべついき 弁別閾 difference threshold

べんべつがくしゅう 弁別学習 discrimination learning

べんべつしげき 弁別刺激 discriminatory stimulus

へんりつきょうか 変率強化【心理】 variable ratio reinforcement

ほ

ほいくき 保育器 incubator

ほいくじょ 保育所 day nursery

ぼいすこんとろーる ボイスコントロール voice control

ポイツイェガースしょうこうぐん Peutz-Jeghers症候群 Peutz-Jeghers syndrome

ぼうえい 防衛 defence

ほうかいかてい 崩壊家庭 broken family

ほうかしきえん 蜂窩織炎 cellulitis

ほうかついりょう 包括医療 comprehensive medicine health
 

care

ぼうきゃく 忘却【心理】 forgetting

ぼうこう 膀胱 bladder

ぼうこうおん〔ど〕 膀胱温〔度〕 bladder temperature

ぼうこうきのうしょうがい 膀胱機能障害 malfunction of bladder

ほうごうせいせいちょう 縫合性成長 sutural growth

ほうしゃせんがく 放射線学／X線〔医〕学 roentgenology

ほうしゃせんとうかりょういき 放射線透過領域 radiolucent area

ほうしゃせんふとうかぞう 放射線不透過像 radiopaque finding

ほうしゃせんりょうほう 放射線療法 radiotherapy

ほうしゅう 報酬 reward

ほうしゅつこんなん 萌出困難 difficult eruption

ほうしゅつせいけっしゅ 萌出性血腫 eruption hematoma

ほうしゅつせいしにくえん 萌出性歯肉炎 eruptive gingivitis

ほうしゅつせいのうほう 萌出性囊胞 eruption cyst

ほうしゅつせいふこつ 萌出性腐骨 eruption sequestra

ほうしゅつちえん 萌出遅延 retarded eruption／delayed eruption

ほうしゅつねつ（せいしねつ） 萌出熱（生歯熱） eruptive fever（teething fever）

ほうしゅつねんれい 萌出年齢 eruption age

ほうしゅつゆうどう 萌出誘導 eruption guidance

ほうしゅつよち 萌出余地 available arch space for eruption

ほうしゅつよちかいふくそうち（すぺ

ーすりげーなー）

萌出余地回復装置（スペースリゲーナ

ー）

space regainer

ほうしゅつりょく 萌出力【歯の】 eruptive force

ぼうじょうき 帽状期【歯胚】 cap stage

ほうしん（へるぺす） 疱疹（ヘルペス） herpes
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ほうもん 訪問 visit

ほうもんかいご 訪問介護 home help service

ほうもんかんご 訪問看護 visiting care

ほうもん〔こうくうえいせい〕しどう 訪問〔口腔衛生〕指導【老人保健法】 home visit guidance for oral hygiene

ほうもんしかしんりょう 訪問歯科診療 home visit dental treatment

ほーむへるぱー ホームヘルパー home helper

ポーランドしょうこうぐん Poland症候群 Poland syndrome

ほげき 保隙 space maintenance

ほげきそうち 保隙装置 space maintainer

ほけん 保健 health／health care

ほけんきゅうふ 保険給付 insurance benefit

ほけんし 保健師 public health nurse

ほけんせんたー（ほけんじょ） 保健センター（保健所） public health center

ほこうしえんようぐ 歩行支援用具 walking aid

ほこうしょうがい 歩行障害 gait disability

ほじ 保持【記憶】 retention

ぼしきゅういんへき 拇指吸引癖 thumb sucking

ホジキンびょう Hodgkin ホジキン 病 Hodgkin disease

ぼしけんこうてちょう 母子健康手帳 maternal and child health handbook

ぼしほけん 母子保健 maternal and child health

ほじゅう 補充 supplement

ほじょだんせん 補助弾線 auxiliary spring

ほすぴす ホスピス hospice

ほすぴたりずむ ホスピタリズム（施設病） hospitalism

ほそうぐ 補装具 adaptive equipment／assistive device／

prosthesis

ぼたいほごほう 母体保護法【1996】 Maternal Protection Law

ぼたんあなへんけい ボタン穴変形 buttonhole deformity

ほっさ 発作 attack／ictus／seizure【てんかん】

ほっさせいじょうしつせいひんぱく 発作性上室性頻拍 paroxysmal supraventricular
 

tachycardia（PSVT）

ほてい 保定 retention

ほていきかん 保定期間 retention period

ほていそうち 保定装置 retainer

ぼでぃらんげーじ ボディランゲージ body language

ほにゅう 哺乳 suckling

ぼにゅうえいよう 母乳栄養 maternal feeding／breast feeding

ほにゅうびんうしょく 哺乳瓶齲蝕 nursing bottle caries／bottle feeding
 

caries

ボバースのはんしゃよくせいたいい

しせい

Bobath ボバース の反射抑制体位

姿勢

Bobath reflex inhibiting posture

ほめおすたーしす ホメオスターシス homeostasis

ぼらんてぃあ ボランティア volunteer

ぼらんてぃあこくさいねん ボランティア国際年【2001】 International Year of Volunteers

ぽりお ポリオ（急性脊髄前角炎） poliomyelitis（acute anterior
 

poliomyelitis）

ぽりごんひょう ポリゴン表【矯正】 polygon diagram

ぽるふぃりんしょう ポルフィリン症 porphyria

ほんのう 本能 instinct
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ま

まいふくかじょうし 埋伏過剰歯 impacted supernumerary tooth

まいふくし 埋伏歯 impacted tooth

まうすがーど マウスガード mouth guard

まうすすてぃっく マウススティック mouth stick

まじっくべると マジックベルト Velcro hook and loop fastener

ましん 麻疹 measles

ますいき 麻酔器 anesthesia machine／

anesthetic apparatus

ますいきろく 麻酔記録 anesthesia record

ますいきろく〔ようし〕 麻酔記録〔用紙〕 anesthesia chart

ますいしんど 麻酔深度 depth of anesthesia

ますいぜんかいしん 麻酔前回診 preanesthetic round

ますいぜんひょうか 麻酔前評価 preanesthetic evaluation

ますいやく 麻酔薬 anesthetic〔agent〕

まっしょうけっかんていこう 末梢血管抵抗 peripheral vascular resistance

まっしょうしんけいけい 末梢神経系 peripheral nervous system

まひ 麻痺 paralysis（pl. paralyses）／palsy

まもう 磨耗 abrasion

まやく 麻薬 narcotic〔drug〕

まやくきっこうやく 麻薬拮抗薬 narcotic antagonist／antinarcotic

まるちばんどそうち マルチバンド装置（全帯環装置） multibanded appliance

まるちぶらけっとほう マルチブラケット法 multibracket method

マルファンしょうこうぐん Marfan症候群 Marfan syndrome

まんせいうしょく 慢性齲蝕 chronic caries

まんせいえんしょうせいだつずいせい

たはつしんけいえん

慢性炎症性脱髄性多発神経炎 chronic inflammatory demyelinating
 

polyneuritis（CIDP）

まんせいかいようせいしずいえん 慢性潰瘍性歯髄炎 chronic ulcerative pulpitis

まんせいかんえん 慢性肝炎 chronic hepatitis

まんせいかんしつせいじんえん 慢性間質性腎炎 chronic interstitial nephritis

まんせいかんせつりうまち 慢性関節リウマチ chronic rheumatoid arthritis

まんせいこうじょうせんえん 慢性甲状腺炎（橋本病） chronic thyroiditis

(Hashimoto disease）

まんせいこつずいせいはっけつびょう 慢性骨髄性白血病 chronic myelogenous leukemia

(CML）

まんせいしきゅうたいじんえん 慢性糸球体腎炎 chronic glomerulonephritis（CGN）

まんせいじんえんしょうこうぐん 慢性腎炎症候群 chronic nephritic syndrome

まんせいしんきんえん 慢性心筋炎 chronic myocarditis

まんせいじんふぜん 慢性腎不全 chronic renal failure

まんせいすいえん 慢性膵炎 chronic pancreatitis

まんせいの 慢性の chronic

まんせいはいけっせんそくせんしょう 慢性肺血栓塞栓症【肺高血圧型】 chronic pulmonary thromboembolism

（CPTE）

まんせいはいせいしん 慢性肺性心 chronic cor pulmonale

まんせいはのふっそしょう 慢性歯のフッ素症 chronic dental fluorosis

まんせいへいそくせいはいしっかん 慢性閉塞性肺疾患 chronic obstructive pulmonary
 

disease（COPD）
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み

ミーシャしょうこうぐん Miescher症候群 Miescher syndrome

みおくろにー ミオクロニー（間代性筋痙攣） myoclonia

みおぱしー（みおぱちー） ミオパシー（ミオパチー）【筋疾患】 myopathy

みかく 味覚 gustatory sensation／taste sensation

みかくいじょう 味覚異常 dysgeusia

みかくげんたい 味覚減退 gustatory hyperthelesia

みかくのていか 味覚の低下 diminished sense of taste／change of
 

gustation threshold value

みかづきようがんぼう 三日月様顔貌 crescent face

ミクリッツしょうこうぐん Mikulicz症候群 Mikulicz syndrome

みじゅくじ 未熟児 immature infant

みじゅくじもうまくしょう 未熟児網膜症 retinopathy of prematurity

みだぞらむ ミダゾラム midazolam

みとこんどりあのうきんしょう ミトコンドリア脳筋症 mitochondrial encephalomyopathy

みとこんどりあびょう ミトコンドリア病 mitochondrial disease

みなみかりふぉるにあかんかくとうご

うけんさ

南カリフォルニア感覚統合検査

(SCSIT）

Southern California Sensory
 

Integration Tests

みにくいあひるのこのじだい き みにくいあひるの子の時代 期 ugly duckling stage

みぶり 身振り gesture

みほうしゅつし 未萌出歯 unerupted tooth

みみの〔きのう〕しょうがい 耳の〔機能〕障害 aural impairment

みゃくあつ 脈圧 pulse pressure

みゃくはく 脈拍 pulse

みりょく 魅力 attraction

みんせいいいん 民生委員 community welfare commissioner／

community welfare volunteer

む

むいしきかちんせい〔ほう〕 無意識下鎮静〔法〕 unconscious sedation

むいしきてき 無意識的 unconscious

むいそん 無医村 doctorless village

むいちく 無医地区 doctorless district

むかたらーぜけっしょう 無カタラーゼ血症 acatalasia

むかつき むかつき（→嘔気／吐き気） retching／disgust／nausea

むかりゅうきゅうしょう 無顆粒球症 agranulocytosis

むかんしょう 無汗症 anhidrosis

むかんせいがいはいようけいせいい

じょうしょう

無汗性外胚葉形成異常症 anhidrotic ectodermal dysplasia

むきはい 無気肺 atelectasis／pulmonary atelectasis

むげんじょうたい 夢幻状態 dreamy state

むこうごう 無咬合 nonocclusion

むこたとうしょう ムコ多糖症 mucopolysaccharidosis（MPS）

むこりぴどーしす ムコリピドーシス mucolipidosis

むさんそせいほっさ 無酸素性発作 anoxic attack insult／seizure

むしがく〔しょう〕 無歯顎〔症〕 edentulous jaw

むしき 無歯期 predental period

むししょう 無歯症 anodontia
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むじょうけんしげき 無条件刺激 unconditioned stimulus（US）

むじょうけんはんしゃ 無条件反射 unconditioned reflex（UR）

むしょうこうせいのうけっかんしょう

がい

無症候性脳血管障害 asymptomatic cerebrovascular
 

disorder

むすかりんさようせいの ムスカリン作用性の muscarnic

むせ むせ cough

むぜつむししょうこうぐん 無舌・無指症候群 aglossia-adactylia syndrome

むつう〔ほう〕 無痛〔法〕 analgesia

むふんべつな 無分別な（理性を欠いた／不当な） unreasonable

め

めいしきこんなんじょうたい 明識困難状態 senselessness（drowsiness）

めいそうしんけいはんしゃ 迷走神経反射 vagal reflex

めいんすとりーみんぐ メインストリーミング（主流化／本流

化）

mainstreaming

めーぷるしろっぷにょうしょう メープルシロップ尿症 maple syrup urine disease

めちしりんたいせいおうしょくぶどう

きゅうきん（エムアールエスエー）

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

(MRSA）

methicillin-resistant

（MRSA）

めでぃかりぃーこんぷろまいずどぺー

しぇんと

メディカリィー・コンプロマイズド・

ペーシェント（医学的問題患者）

medically compromised patient

めでぃかるそーしゃるわーく メディカル・ソーシャルワーク medical social work

めとへもぐろびんけっしょう メトヘモグロビン血症 methemoglobinemia

メニエルびょう Meniere メニエル 病 Meniere disease

めの〔きのう〕しょうがい 眼の〔機能〕障害 ocular impairment

メビウスしょうこうぐん Mobius症候群 Mobius syndrome

メルカーソンローゼンタールしょうこ

うぐん

Melkersson-Rosenthal症候群 Melkersson-Rosenthal syndrome

めんえき 免疫 immunity

めんえきよくせいざい 免疫抑制剤 immunosuppressant

めんせつ 面接 interview

も

もあれかいせき モアレ解析 moire topography

モイヤーこんごうしれつぶんせきほう Moyer モイヤー 混合歯列分析法 Moyer mixed dentition analysis

もうがっこう 盲学校 blind school／school for the blind

もうこはん 蒙古斑 mongolian spot／mongolian mark

もうそう 妄想 delusion

もうどうけん 盲導犬 seeing eye dog／guide dog

もうまくがさいぼうしゅ 網膜芽細胞腫 retinoblastoma

もうまくしきそへんせいしょう 網膜色素変性症 pigmentary degeneration of the
 

retina

もうろうじょうたい もうろう状態 twilight state

もくひょうはんのう 目標反応 goal-response

もけいぶんせきほう 模型分析法 model analysis

もざいく モザイク mosaic

もでりんぐ モデリング modeling

もにたー（かんしそうち） モニター（監視装置） monitor

もにたりんぐ（かんし） モニタリング（監視） monitoring

ものあみんおきしだーぜよくせいやく モノアミン・オキシダーゼ抑制薬 monoamine oxydase inhibitor
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ものそみー モノソミー monosomy

もほう 模倣 imitation

もほうがくしゅう 模倣学習 imitative learning

もやもやびょう（うぃりすどうみゃく

りんへいそくしょう）

もやもや病（ウィリス動脈輪閉塞症） moya moya disease（occlusive disease
 

in circle of Willis）

もりたりょうほう 森田療法 Morita therapy

モローはんしゃ Moro モロー 反射 Moro reflex／Moro reaction

もんしん 問診 inquiry／history taking

もんしんひょう 問診表 interview sheet

もんだいかいけつ 問題解決 problem solving

もんだいこうどう 問題行動（→不適応行動） problem behavior（→maladaptive

maladjusted behavior）

や

やくがい 薬害 drug induced suffering／drug
 

disaster／drug-induced disease

やくざい 薬剤 drug／agent

やくざいこんぷらいあんす 薬剤コンプライアンス（服用遵守） drug compliance

やくぶつどうたい〔がく〕 薬物動態〔学〕 pharmacokinetics

やくぶつ やくざい 〔ゆうはつ〕あれ

るぎー

薬物 薬剤 〔誘発〕アレルギー drug allergy

やくようりょう 薬用量 therapeutic dose

やくりがくてきこんとろーる 薬理学的コントロール pharmacological control

やくりきがく 薬力学 pharmacodynamics

やくりさよう 薬理作用 pharmacological action

やくわり 役割 role

やくわりぶんたん 役割分担 division of roles／sharing of roles／

sharing responsibility

やせがた やせ型の leptosomic type

やたべギルフォードせいかくけんさ 矢田部-Guilford ギルフォード 性

格検査（Y-G性格検査）

Yatabe-Guilford test

やにょうしょう 夜尿症 noctural enuresis／enuresis nocturna

ヤングかんし Young ヤング 鉗子 Young plier

ヤングシンプソンしょうこうぐん Young-Simpson症候群 Young-Simpson syndrome

ゆ

ゆういん 誘因 incentive

ユーイングしゅよう Ewing腫瘍 Ewing tumor

ゆういんしげき 誘引刺激 eliciting stimulus

ゆういんどうきづけ 誘因動機づけ incentive motivation

ゆうがいさよう 有害作用 adverse effect

ゆうがいはんしゃ 有害反射 adverse reflex

ゆうきょくせっけっきゅうぶとうびょう

（レヴァインクリッチュリーしょう

こうぐん）

有棘赤血球舞踏病（Levine-Critchley

症候群）

chorea-acanthocytosis

(Levine-Critchley syndrome）

ゆうぎりょうほう 遊戯療法 play therapy

ゆうげきがたしれつきゅう 有隙型歯列弓 spaced type dental arch

ゆうごう 融合 fusion

ゆうこうしれつきゅうちょう 有効歯列弓長 available arch length
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ゆうこうせい 友好性 friendship

ゆうこうりょう 有効量 effective dose

ゆうせい 優性 dominant

ゆうぜい 疣贅 verruca

ゆうせいいでん 優性遺伝 dominant inheritance

ゆうせいほごほう 優生保護法 Eugenic Protection Law

ゆうどうぶろっく 誘導ブロック inducing block

ゆうり 遊離 dissociation

ゆうりょうろうじんほーむ 有料老人ホーム private residential home／

pay nursing home

ゆえき 輸液 infusion

ゆけつ 輸血 transfusion（blood transfusion）

ゆごうきじょ 癒合機序 fusion mechanism

ゆごうし 癒合歯 fused tooth

ゆちゃく 癒着 concrescence

ゆちゃくし 癒着歯 concrescent tooth

ゆにばーさるでざいん ユニバーサル・デザイン universal design

ゆにばーさるぷれこーしょん ユニバーサル・プレコーション universal precaution

よ

よういく 養育 nurture

ようかいごにんてい 要介護認定 certification of long-term care need

ようかいごろうじん 要介護老人 elderly person who require nursing
 

care／dependent elderly／the aged
 

in need of care

ようきゅう 要求 demand

ようけつせいにょうどくしょうしょう

こうぐん

溶血性尿毒症症候群 hemolytic uremic syndrome（HUS）

ようけつせいひんけつ 溶血性貧血 hemolytic anemia

ようご 擁護（アドボカシー） advocacy

ようごがっこう 養護学校 school for mentally／physically

disabled children

ようごろうじんほーむ 養護老人ホーム nursing home for the aged

ようじ 幼児 preschool child

ようじき 幼児期 preschool age／early childhood

ようじゃくえいきゅうし 幼若永久歯 immature permanent tooth／young
 

permanent tooth

よくあつ 抑圧 repression

よくじょうねんてん 翼状捻転【歯列】 wing rotation

よくせい 抑制【精神】 suppression

よくせいきょうせい 抑制矯正 interceptive orthodontics

よくせいぐ 抑制具 restrainer

よくせい（こうそく） 抑制（拘束）【身体】 restraint

よくせいたい 抑制帯 restraint belt

よくせいちりょう 抑制治療 restraint treatment

よくせいりょうほう 抑制療法 suppression therapy

よくぼう 欲望 desire

よこみがきほう 横磨き法【歯磨き】 horizontal method

よそくもけい 予測模型 setup cast model

よぼうかくだい 予防拡大【窩洞形成】 preventive extention

よぼうきょうせい 予防矯正 preventive orthodontics
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よぼうしかがく 予防歯科学 preventive dentistry

よぼうてきしゃかいふくし 予防的社会福祉 preventive social welfare

よぼうとうやく 予防投薬 prophylactic administration

よろこび 喜び delight／enjoyment／joy

ら

らいじょうき 蕾状期【歯胚】 bud stage

ライしょうこうぐん Reye ライ 症候群 Reye syndrome

らいそぞーむびょう ライソゾーム病 lysosomal disease

らいだんしゃ 来談者 client

らくいん 烙印（スティグマ） stigma

らくいんづけ 烙印づけ stigmatization

ラッセルシルバーしょうこうぐん Russell-Silver症候群 Russell-Silver syndrome

らばーだむ ラバーダム rubber dam

らばーちっぷ ラバーチップ rubber tip

らぽーる ラポール rapport

らりんじあるますく ラリンジアルマスク（喉頭マスク）

【エアウェイ】

laryngeal mask

ランガーギーディオンしょうこうぐん Langer-Giedion症候群 Langer-Giedion syndrome

らんそうがん 卵巣癌 ovarian cancer

らんぱんとかりえす ランパントカリエス rampant caries

り

りーうぇいすぺーす リーウェイスペース leeway space

リーガーしょうこうぐん（リーガーき

けい）

Rieger症候群（Rieger奇形） Rieger syndrome（Rieger anomaly）

りうまちけっせつ リウマチ結節 rheumatic nodule

りうまちしっかん リウマチ疾患 rheumatic disease

りうまちねつ リウマチ熱 rheumatic fever

りうまといど（りうまち）いんし リウマトイド（リウマチ）因子 rheumatoid factor

りがくりょうほう 理学療法 physical therapy（physiotherapy）

りがくりょうほうし 理学療法士（PT） physical therapist（physiotherapist）

リガフェーデびょう Riga-Fede リガフェーデ 病 Riga-Fede disease

りじょうか（りじょうかんおう） 梨状窩（梨状陥凹） pyriform sinus pl. sinus／sinuses

りすくふぁくたー リスクファクター risk factor

りそう 裏層【窩洞形成】 cavity lining／cavity base

りっぷばんぱー リップバンパー lip bumper

りどかいん リドカイン lidocaine

りにゅう 離乳 ablactation／weaning

りにょうやく 利尿薬 diuretic

りはびりてーしょん リハビリテーション rehabilitation

りゅうこうせいじかせんえん 流行性耳下腺炎 epidemic parotitis／mumps

りゅうどうしょく 流動食 fluid diet／liquid diet

りょういき 領域【ICF】 domain

りょういく 療育 habilitation

りょうがくぜんとつ 両顎前突 bimaxillary protrusion

りょうこうなじょうたい 良好な状態【福祉】 well-being

りようしゃ 利用者（対象者） client／user

りようしゃふたん 利用者負担 user’s charge fee
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りょうそくしょうきゅうしかんきょり 両側小臼歯間距離 interpremolar width

りょうそくせいこうしんれつ 両側性口唇裂 bilateral cleft lip

りょうそくせいしんがくこうがいれつ 両側性唇顎口蓋裂 bilateral cleft lip and palate

りょうそくせいへん かた まひ 両側性片麻痺 double hemiplegia

りょうそくだいきゅうしかんきょり 両側大臼歯間距離 intermolar width

りょうそくだいきゅうしちゅうおうか

かんきょり

両側大臼歯中央窩間距離 intermolar central fossa width

りょうだいけっかんうしつきししょう 両大血管右室起始症 double-outlet right ventricle

(DORV）

りょうようがたびょうしょうぐん 療養型病床群 long term hospital beds

りらくぜーしょん リラクゼーション relaxation

りろけーしょん リロケーション（再配置／再移動） relocation

りんざいし 隣在歯 adjacent tooth

りんさんあえんせめんと リン酸亜鉛セメント zinc phosphate cement

りんじょういんとうきん 輪状咽頭筋 cricopharyngeus muscle

りんしょうけんさ 臨床検査 laboratory examination／laboratory
 

test

りんしょうしんりがく 臨床心理学 clinical psychology

りんしょうしんりけんさ 臨床心理検査 clinical psychological test

りんしょうしんりし 臨床心理士 clinical psychologist

りんじょううしょく 輪状齲蝕（環状齲蝕） circular caries

りんせつめんうしょく 隣接面齲蝕 proximal caries

りんぱがた リンパ型【Scammon】 lymphoid type

りんぱしゅ リンパ腫 lymphoma

りんりこうりょう 倫理綱領 code of ethics

る

るいすい 類推 analogy

ルイスサムナーパリーしょうこうぐん Lewis-Sumner-Parry症候群（多巣性

運動神経障害）

Lewis-Sumner-Parry syndrome

るいどう 類同 similarity

るいねんしりょう（けいねんしりょう） 累年資料（経年資料） longitudinal material

るいひのうほう 類皮囊胞 dermoid cyst

ルビンシュタインテイビしょうこうぐ

ん

Rubinstein-Taybi症候群 Rubinstein-Taybi syndrome

れ

れいちょうくうげき 霊長空隙 primate space

レイノー病 Raynaud病 Raynaud disease

れき〔ねん〕れい 暦〔年〕齢 chronological age

れじんじゃけっとかん レジンジャケット冠 resin jacket crown

れすとれいなー レストレイナー（→抑制具） restrainer

れすぱいとけあ レスパイト・ケア respite care

れすぱいとさーびす レスパイト・サービス respite service

れすぽんでんとじょうけんづけ レスポンデント条件づけ respondent conditioning

レッシュナイハンしょうこうぐん Lesch-Nyhan症候群 Lesch-Nyhan syndrome

れっとうかん 劣等感 inferiority feeling

れっとうこんぷれっくす 劣等コンプレックス inferiority complex

レットしょうこうぐん Rett レット 症候群 Rett syndrome
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レットレルジーベびょう Letterer-Siwe病 Letterer-Siwe disease

れでぃねす レディネス（準備性） readiness

レノックスガストーしょうこうぐん

（レノックスしょうこうぐん）

Lennox-Gastaut 症候群（Lennox症

候群）

Lennox-Gastaut syndrome（Lennox
 

syndrome）

れんさすけじゅーる 連鎖スケジュール chained schedule

れんしゅう 練習 practice

れんそう 連想 association

れんぞくきょうか 連続強化 continuous reinforcement

れんぞくだんせん 連続弾線 looped spring

れんぞくばっきょほう 連続抜去法 serial extraction method

れんどうすけじゅーる 連動スケジュール interlocking schedule

ろ

ろうあがっこう ろうあ 聾唖 学校 school for the deaf-mute

ろうか（かれい） 老化（加 ） aging

ろうかげんしょう 老化現象 senile change／symptom of aging

ろうかど 老化度 senescence level／degree of senility

ろうこう 瘻孔 fistula／sinus tract

ろうさいほけん 労災保険 workers’accident compensation
 

insurance

ロウしょうこうぐん（ロウテリーマッ

クラクランしょうこうぐん／がんの

うじんしょうこうぐん）

Lowe症候群（Lowe-Terrey-Mac-

Lachlan症候群／眼脳腎症候群）

Lowe syndrome（Lowe-Terrey-Mac-

Lachlan syndrome／

oculocerebrorenal syndrome）

ろうじん 老人（高齢者） the elderly

ろうじんいりょうひ 老人医療費 medical expenses fee／payments of
 

old aged

ろうじんいりょうひしきゅうせいど 老人医療費支給制度【1973】 medical expense system for the
 

elderly

ろうじんせい 老人性 senile

ろうじんびょういん 老人病院 geriatric hospital

ろうじんふくししせつ 老人福祉施設 welfare facility institution for the
 

elderly

ろうじんふくしせんたー 老人福祉センター welfare center for the aged

ろうじんふくしほう 老人福祉法 Law for Welfare of the Aged

ろうしんへき 弄唇癖 lip habit

ろうじんほーむ 老人ホーム nursing home

ろうじんほうもんかんごすてーしょん 老人訪問看護ステーション home nursing care station for the
 

aged

ろうじんほうもんかんご 老人訪問看護 domiciliary nursing care／

home nursing care

ろうじんほうもんかんごりょうようひ 老人訪問看護療養費 expenditure of home-visit nursing
 

care

ろうじんほけん 老人保健 health for the elderly

ろうじんほけんしせつ 老人保健施設 health service facility for the
 

elderly／facility of the health care
 

service for the elderly

ろうじんほけんせいど 老人保健制度 Elderly Health Care System

ろうじんほけんふくしけいかく 老人保健福祉計画【市町村】 health and welfare planning for the
 

elderly

ろうじんほけんふくしけん 老人保健福祉圏 health and welfare service area for
 

the elderly
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ろうじんほけんほう 老人保健法【1982】 Law of Health and Medical Service
 

for the Aged

ろうじんようでんわ 老人用電話 telephone for the aged

ろうじんりがくりょうほう 老人理学療法 physical therapy for the elderly

ろうすい 老衰 senility

ろうぜつへき 弄舌癖 tongue habit／tongue thrusting

ろうちゃく 着 soldering

ろうどうさいがい 労働災害 industrial accident／industrial injury

ろうねん 老年 senescence／old age／advanced aged

ろうねん〔い〕がく 老年〔医〕学 geriatrics／gerontology

ろうねんき 老年期 senescence

ろうねん〔き〕にんちしょう 老年〔期〕認知症 senile dementia

ろうねんしか〔がく〕 老年歯科〔学〕（高齢者歯科〔学〕） gerodontology／geriatric dentistry／

dentistry for the aged

ろうねんじんこう 老年人口 the elderly population

ろうねんじんこうしすう 老年人口指数 index of the elderly population

ろうねんじんこうひりつ 老年人口比率 ratio of the elderly population

ろうねんせい 老年性 senile

ろうねんびょう 老年病（老人病） geriatric disease／senile disease

ろーりんぐほう ローリング法【歯磨き】 rolling method

ロールシャッハてすと Rorschach ロールシャッハ テスト Rorschach test

ろーるていきんぐ ロール・テイキング role taking

ろーるぷれいんぐ ロール・プレイング role playing

ローレルしすう Rohrer ローレル 指数 Rohrer index

ローレンスムーンビードルしょうこう

ぐん

Laurennce-Moon-Biedl症候群 Laurennce-Moon-Biedl syndrome

ろほうせいしのうほう 濾胞性歯囊胞 follicular cyst

ロンベルグてすと Romberg ロンベルグ テスト Romberg test

わ

ワーデンブルグしょうこうぐん Waardenburg症候群 Waardenburg syndrome

わいしょうし 矮小歯 microdont

わくちん ワクチン vaccine

わるふぁりんかりうむ ワルファリンカリウム warfarin potassium

わんさんあんぎーな ワンサンアンギーナ Vincent angina
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